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ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

文学Ａ

塚島　真実

◆授業目標◆

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◆

第1回
フランス詩の概観
①「詩」の起源　ギリシア語からラテン語へ
②詩の定義
③フランス詩の特徴：脚韻、さまざまな定型詩
④フランス詩の歴史
第2回　ラマルティーヌ　神・教会・詩人
第3回　ユゴー（1）詩人の使命
第4回　ユゴー（2）社会における詩人
第5回　ユゴー（3）歴史とナショナリズム
第6回　ミュッセ（1）詩人像の幻滅
第7回　ミュッセ（2）恋愛詩
第8回　ゴーティエ（1）美と諧謔
第9回　ゴーティエ（2）ジャーナリズムと文学
第10回　ボードレール（1）芸術家の生き方
第11回　ボードレール（2）キリスト教と悪
第12回　ボードレール（3）天才と「労働」
第13回　ボードレール（4）散文詩とジャーナリズム
第14回　バンヴィル　脚韻と叙情
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◆

・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◆



ナンバリング

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

文学Ｂ

塚島　真実

◆授業目標◆

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◆

第1回　①詩とは何か？―韻文VS散文―
②ジャーナリズムの発達と文学
第2回　詩人像の幻滅
第3回　ヴェルレーヌ（1）芸術家と社会生活
第4回　ヴェルレーヌ（2）何よりもまず音楽を
第5回　ヴェルレーヌ（3）恋愛と退廃
第6回　ランボー（1）新しい言語の発見
第7回　ランボー（2）自己の探求
第8回　ランボー（3）再－創造
第9回　ロートレアモン　伝統の破壊
第10回　マラルメ（1）象徴の花
第11回　マラルメ（2）〈書物〉
第12回　マラルメ（3）音楽と文芸
第13回　アポリネール（1）新精神
第14回　アポリネール（2）キュビスム
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◆

・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◆



ナンバリング

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

文学Ｅ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

古代ギリシアの神話と思想について理解を深めた上で、古代ギリシア演劇との関りを知る。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◆

ギリシア神話の特異性をヘシオドスの『神統記』によって知ったうえで、ギリシア演劇の代表作の幾つかを検討する。
1）古代ギリシア社会概観。どのような時空に西欧文化の起源は生じたのか。
2）ヘシオドスによるギリシア神話概観（1）：世界の始まり。
3）ヘシオドスによるギリシア神話概観（2）：神々の世界。
4）神話から文学へ。ホメロスの『イリアス』と『オデュッセイア』。トロイア神話について。
5）ギリシア演劇とはどのようなものであったか。劇場と演劇の構成。
6）ギリシア悲劇の舞台：アテナイとテーバイ。
7）テーバイ神話について、ソポクレス、『オイディプス王』：ヴィデオによる鑑賞、あらすじの紹介。
8）ソポクレス、『オイディプス王』：文章による確認。
9）ソポクレス、『オイディプス王』の構造と解釈。
10）アイスキュロス、『テーバイ攻めの七将』紹介。
11）ソポクレス、『アンティゴネ』：なぜ今アンティゴネなのか。
12）ソポクレス、『アンティゴネ』：抜粋の講読。
13）ソポクレス、『アンティゴネ』の構造と解釈。
14）ソポクレス、『バッカイ』の紹介。
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◆

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◆



ナンバリング

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

文学Ｆ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

西欧古典で最も重要な著作群であるプラトンの対話篇の幾つかを取り上げ、「哲学」が誕生する現場をとらえる。

◆授業内容・計画◆

1．西欧哲学とは何か：導入。
2．プラトンによる哲学の「発明」：ピュタゴラス、パルメニデス、ヘラクレイトス、ゼノンとの闘い。
3．プラトンによる哲学の「発明」：先人たちから何を得、何を切り捨てたか。
4．ソフィストとの闘い：ソフィストとは誰か？
5．ソフィストとの闘い：『ゴルギアス』あらすじの紹介、抜粋の講読。
6．ソフィストとの闘い：『ゴルギアス』弁論術から正義へ。
7．プラトンによる哲学の再構築：探求の可能性『メノン』あらすじの紹介、抜粋の講読。
8．プラトンによる哲学の再構築：探求の可能性『メノン』プラトニズムの形成。
9．プラトンによる哲学の再構築：魂の配置『ソクラテスの弁明』、『クリトン』あらすじの紹介、抜粋の講読。
10．プラトンによる哲学の再構築：魂の配置『ソクラテスの弁明』、『クリトン』ソクラテスの不満－細部から読むと…。
11．プラトンによる哲学の再構築：宇宙の想像『ティマイオス』あらすじの紹介、抜粋の講読。
12．プラトンによる哲学の再構築：宇宙の想像『ティマイオス』宇宙のはじまり/時と永遠。
13．プラトンによる哲学の再構築：愛について、『饗宴』あらすじの紹介、エロースについて。
14．プラトンによる哲学の再構築：愛について、『饗宴』愛と美をめぐって。
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◆

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で配布する。

◆参考図書◆

授業内で随時指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

日本語文章術

野中　映

◆授業目標◆

この授業では、各回の内容を半分ずつに区切り、前半では正しい国語表記や敬語の用法などのドリルと解説、そして後半では実際に文章を
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」とかいったような苦手意
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（正しい助詞の用法）
４・文章校閲（漢字表記の誤りについて）
５・文章校閲（重言および重複表現）
６・主語と述語
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（尊敬語）
10・正しい敬語（謙譲語と丁重語）
11・正しい敬語（美化語と丁寧語）
12・文章表現のポイント（レトリックについて）
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◆

学期末試験および学期末レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示します。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

日本語文章術

野中　映

◆授業目標◆

この授業では、各回の内容を半分ずつに区切り、前半では正しい国語表記や敬語の用法などのドリルと解説、そして後半では実際に文章を
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」とかいったような苦手意
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（正しい助詞の用法）
４・文章校閲（漢字表記の誤りについて）
５・文章校閲（重言および重複表現）
６・主語と述語
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（尊敬語）
10・正しい敬語（謙譲語と丁重語）
11・正しい敬語（美化語と丁寧語）
12・文章表現のポイント（レトリックについて）
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◆

学期末試験および学期末レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示します。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

哲学Ａ

中畑　邦夫

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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 火５ 単位数 2単位

備考

哲学Ｂ

中畑　邦夫

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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５ 単位数 2単位

備考

宗教Ａ

井川　昭弘

◆授業目標◆

　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神の国の福音）
１０．新約聖書③（イエスの宣教と奇跡物語②ユダヤ教とのあつれき）
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◆

　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。
　
   なお、以下の図書は図書館の「参考図書」コーナーに排架される。
　１、百瀬文晃『キリスト教の原点』教友社
　２、岩島忠彦『イエスとその福音』教友社
　３、雨宮慧『旧約聖書のこころ』女子パウロ会
　４、加藤隆『福音書＝四つの物語』講談社選書メチエ
　５、アリスター・Ｅ・マクグラス『総説キリスト教』キリスト新聞社

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 1-321 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

宗教Ｂ

井川　昭弘

◆授業目標◆

　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)生涯
３．教父たち③　アウグスティヌス(2)『告白』の思想
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)大学の登場
８．スコラ学の集大成　トマス・アクィナス(2)神の存在証明
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◆

　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◆

　以下の図書は図書館の「参考図書」コーナーに排架される。

　１、百瀬文晃『キリスト教の本質と展開』教友社
　２、金子晴男『キリスト教思想史入門』日本基督教団出版局
　３、今野国雄『修道院』岩波新書
　４、C.S.ルイス（鈴木訳）『キリスト教の世界』大命堂
　５、ピーター・L・バーガー『現代人はキリスト教を信じられるか』教文館

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 1-321 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

芸術Ａ

宮崎　匠

◆授業目標◆

1, 古代、中世、ルネサンス初期のヨーロッパ各地で制作された美術作品（絵画、彫刻、建築など）に確認される、特徴的な造形素材・制作技
法・表現の内容を理解する。 2. 各時代において、制作された美術作品が①どういった場所で、②いかなる役割を担い、③どのように利用さ
れたかといったことについて学び、社会と美術の関係性について造詣を深める。		

◆授業内容・計画◆

第1回 ガイダンス

I. 古代美術
第2回 古代（1）：エジプト美術とアルカイック期ギリシャ美術
第3回 古代（2）：クラシック期ギリシャ美術
第4回 古代（3）：ヘレニズム期ギリシャ美術
第5回 古代（4）：帝政期ローマ美術

II. 中世美術
第6回 中世（1）：初期中世美術
第7回 中世（2）：ビザンティン美術
第8回 中世（3）：ロマネスク美術
第9回 中世（4）：ゴシック美術
第10回 中世（5）：国際ゴシック美術

III. 初期ルネサンス美術
第11回 初期ルネサンス美術（1）：フィレンツェとローマ
第12回 初期ルネサンス美術（2）：ネーデルラント
第13回 初期ルネサンス美術（3）：ヴェネツィアとパドヴァ
第14回 初期ルネサンス美術（4）：ブルゴーニュ公国とフランス

第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

1. 各回の受講前に、授業で扱う内容について、参考図書の該当箇所を参照する。
2. 授業で扱われる時代・地域で制作された、主要な作品の図版に目を通しておく。

◆成績評価の方法◆

なし。

学期末のレポートにより成績を評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

『西洋美術館』小学館
『世界美術大全集 西洋編』小学館
『カラー版 西洋美術史』美術出版社
『名画への旅』講談社

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 1-321 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

芸術Ｂ

宮崎　匠

◆授業目標◆

1. 盛期ルネサンスの時代から16、17、18世紀までの各時期においてヨーロッパ各国で制作された美術作品（絵画、彫刻、建築など）に確認さ
れる、特徴的な造形素材・制作技法・表現の内容を理解する。 2. それぞれの時代に芸術家がどのような身分・地位を得ていたか、あるいは
作品が当時の人々の生活の中でいかなる機能を果たしていたかなどといった問題についても考察を加え、当時の美術と社会の関係性に関
する認識を深める。

◆授業内容・計画◆

第1回 ガイダンス

I. 盛期ルネサンスからマニエリスムまで
第2回 盛期ルネサンス美術（1）：フィレンツェ・ローマの芸術家と工房
第3回 盛期ルネサンス美術（2）：アルプス以北の地域における展開
第4回 盛期ルネサンス美術（3）：ティツィアーノとヴェネチア派
第5回 マニエリスム美術（1）：イタリアと北方のマニエリスム
第6回 マニエリスム美術（2）：フォンテーヌブロー派とヴァロワ朝フランス宮廷美術

II. 16-17世紀美術
第7回 16-17世紀美術：カラヴァッジョとカラヴァジェスキ
第8回 17世紀美術（1）：ルーベンスと17世紀フランドルの画家たち
第9回 17世紀美術（2）：レンブラントと17世紀オランダの画家たち
第10回 17世紀美術（3）：ルイ14世とブルボン朝フランス宮廷の美術

III. 18世紀美術
第11回 18世紀美術（1）：雅宴画の誕生とその後
第12回 18世紀美術（2）：ロカイユ装飾の流行
第13回 新古典主義美術（1）：物語画（歴史画）の再興
第14回 新古典主義美術（2）：古代の造形要素の利用

第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

1. 各回の受講前に、授業で扱う内容について、参考図書の該当箇所を参照する。
2. 授業で扱われる時代・地域で制作された、主要な作品の図版に目を通しておく。

◆成績評価の方法◆

なし。

学期末のレポートにより成績を評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

『西洋美術館』小学館
『世界美術大全集 西洋編』小学館
『カラー版 西洋美術史』美術出版社
『名画への旅』講談社

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

芸術Ｃ

林　卓行

◆授業目標◆

授業内容：20世紀後半を扱う芸術D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①──《泉》をめぐる物語
第3回：マルセル・デュシャンとアヴァンギャルドの起源②──〈現代芸術〉の誕生
第4回：カジミル・マレーヴィチとアヴァンギャルドの死①──政治と芸術の蜜月
第5回：カジミル・マレーヴィチとアヴァンギャルドの死②──その後の〈アヴァンギャルド〉
第6回：アンドレ・ブルトンとシュルレアリスムの展開①──第一次大戦と精神分析のあいだに
第7回：アンドレ・ブルトンとシュルレアリスムの展開②──実験室としてのシュルレアリスム
第8回：エドゥアール・マネと西洋近代の絵画①──〈モダニズム〉の起点
第9回：エドゥアール・マネと西洋近代の絵画②──印象派／ポスト印象派へ
第10回：アンリ・マティス／パブロ・ピカソと20世紀の絵画──〈モダニズム〉の成熟
第11回：ワシリー・カンディンスキー／ピエト・モンドリアンと20世紀の絵画──抽象芸術のはじまり
第12回：クレメント・グリーンバーグとモダニズムの美術①──抽象表現主義の絵画
第13回：クレメント・グリーンバーグとモダニズムの美術②──〈モダニズム〉史観とその限界
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。またシラバス中にある人名や用語について、あらかじめ基本的な情報を得てから授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

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◆



ナンバリング

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

芸術Ｄ

林　卓行

◆授業目標◆

授業内容：芸術C=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2000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：芸術C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・アートの登場──イギリスからアメリカへ
第3回：高度資本主義社会の芸術②
        ポップ・アート──アメリカの社会と〈ポップ〉
第4回：高度資本主義社会の芸術③
        ミニマル・アート──〈ラディカリズム〉の時代の芸術
第5回：芸術は〈哲学〉を目指す①
        〈ラディカリズム〉の芸術としてのアンチ・イリュージョン
第6回：芸術は〈哲学〉を目指す②
        アンチ・イリュージョンからコンセプチュアル・アートへ
第7回：芸術は〈哲学〉を目指す③
        コンセプチュアル・アートと民主制の芸術
第8回：芸術の〈場site〉をめぐって
          アースワーク
第9回：芸術の《場site》をめぐって
          パブリック・アート
第10回：絵画の死？①
          1980年代の絵画
第1１回：絵画の死？②
          1990年代以降の絵画
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。またシラバス中にある人名や用語について、あらかじめ基本的な情報を得てから授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

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◆



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芸術Dのまえに芸術Cを履修しておくことが望ましいのですが、芸術Cを履修せず、芸術Dから、あるいは芸術D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。

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◆



ナンバリング

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

芸術Ｅ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

芸術Ｆ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

芸術Ｇ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

芸術Ｈ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

LAL264N

日本国憲法

森　保憲

◆授業目標◆

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）：経済的自由権
11．基本的人権の保障（４）：社会権
12．基本的人権の保障（５）：法の下の平等
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◆

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（授業への取組み）（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2016　平成28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◆



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

LAL264N

日本国憲法

森　保憲

◆授業目標◆

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）：経済的自由権
11．基本的人権の保障（４）：社会権
12．基本的人権の保障（５）：法の下の平等
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◆

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（授業への取組み）（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2016　平成28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◆



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

LAL264N

日本国憲法

森　保憲

◆授業目標◆

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）：経済的自由権
11．基本的人権の保障（４）：社会権
12．基本的人権の保障（５）：法の下の平等
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◆

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（授業への取組み）（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2016　平成28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◆



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

LAL264N

日本国憲法

森　保憲

◆授業目標◆

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）：経済的自由権
11．基本的人権の保障（４）：社会権
12．基本的人権の保障（５）：法の下の平等
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◆

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（授業への取組み）（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2016　平成28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◆



ナンバリング

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

山口　裕博

◆授業目標◆

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）　著作物の有形的再製(21条)
第６回　著作権の支分権（その２）　著作物の提示と提供(22～26条の3)
第７回　著作権の支分権（その３)　二次的著作物の作成と利用(27条・28条)
第８回　著作者人格権
第９回　著作権の権利制限（その１）　法定制限事由と権利制限の補完制度
第10回　著作権の権利制限（その２）　保護期間の原則と例外
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◆

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◆



ナンバリング

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

経済学Ｂ

三隅　隆司

◆授業目標◆

本講義では，金融に関する種々のニュース・情報を理解するために必要な知識(金融リテラシー)を習得することを目標とします．

◆授業内容・計画◆

金融に関する基本的な用語・概念およびそれらの相互関連を学習します．各回の内容としては，(2016年1月23日時点では)以下を予定して
います．

１．ガイダンス：本講義の狙いと概要
２．貨幣の機能：決済手段，マネーストック
３．金融機関の種類と違い：銀行，証券会社，保険会社，投資信託．．．
４．銀行と決済システム：要求払い預金，決済システム，預金保険
５．企業の資金調達：自己資本比率，負債，レバレッジ．
６．企業の収益性：ROE, ROA ，コーポレートガバナンス．
７．株式市場：株価指数(日経平均，TOPIX, ect.)，信用取引．
８．資産運用：分散投資
９．経済成長：GDP，消費，投資，国際収支．．．
10．雇用と物価：インフレ・デフレ，実質と名目
11．金利：政策金利，長期金利・短期金利．
12．為替相場：ドル，ユーロ，元，円．  ビックマック指数，購買力平価，金利平価．
13．原油価格と国際的資金循環：原油価格の指標（WTI,北海ブレント，ドバイ），シェールオイル．
14．ICTと金融：Fintech（フィンテック）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

【予習について】
　  事前に、講義で使用する資料を（ウェブページへのアップロード等により）公開しますので，講義開始ま
　でにそれらに目を通しておいて下さい．
    講義の場では，簡単なハンドアウトを配布する予定です．

【復習について】
    第3回目以降，毎回の講義の最初に，前回講義の知識習得，理解を確認するための小テストを実施します．

◆成績評価の方法◆

平常点（小テスト等）50％，期末試験50％  として，両者の合計スコアをもって評価を行います．

◆教科書（使用テキスト）◆

特定の教科書の使用は考えていません．

◆参考図書◆

講義中に紹介します．

◆留意事項◆



本シラバスは，2016年1月23日時点での内容です．
講義開始までに，内容の修正を行い，拡充していく予定ですので，本講義に関心のある方は，下記ウェブページにおいて，適宜チェックする
ようにして下さい．
　　　　http://www.cm.hit-u.ac.jp/~misumi/fin&econ_b/

本講義に関する詳細な内容については，第1回目の講義（ガイダンス）の場で説明します．



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス 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

文化人類学Ａ

槌谷　智子

◆授業目標◆

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、現在のような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）牧畜民の生活その１：牧畜の開始と発展
（５）牧畜民の生活その２：牧畜民の社会と生活
（６）農耕民の生活その１：農耕の開始と鍬農耕民の生活
（７）農耕民の生活その２：犂農耕民の生活と社会の変化
（８）食と文化その１：食するものと食さないもの、食とタブー
（９）食と文化その２：各地の主食、料理法
（10）贈与交換と社会関係
（11）さまざまな婚姻形態
（12）親子・家族のあり方
（13）ジェンダー
（14）第３の性
 (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◆

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、文化人類学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◆



ナンバリング

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

文化人類学Ｂ

槌谷　智子

◆授業目標◆

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（特に呪術信仰）、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）日本の呪術信仰
（７）呪術の文化人類学その１：呪術研究と災因論
（８）呪術の文化人類学その２：呪術の事例研究
（９）儀礼
（10）葬送儀礼
（11）イニシエーションその１：イニシエーションとは
（12）イニシエーションその２：イニシエーションの事例研究
（13）通過儀礼と境界
（14）開発と文化
 (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◆

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、文化人類学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◆



ナンバリング

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 火４ 単位数 2単位

備考

人間学Ａ

古川　聡

◆授業目標◆

私たち人間が意識的あるいは無意識に行っているさまざまな行動の多くは、基本的に脳の指令によるものです。したがって、人間の行動を
理解することは、自らの脳の機能について知ることにほかなりません。この授業では、最新の脳科学の知見を提供するのではなく、脳科学、
とりわけ認知神経科学と呼ばれる領域の研究成果をもとに、脳への関心を高めてもらうことがねらいです。この授業を履修することで、自分
の脳がどのような特徴を持ち、今どのように働いているのかを説明できるようになります。

◆授業内容・計画◆

以下の順番に従って授業を進めていきます。
　１　脳を知るための基礎知識
　２　ヒトの脳の特徴を知る
　３　前頭葉と前頭前野の機能：症例フィネアス・ゲージの分析からわかること
　４　海馬の機能：症例HMの特徴からわかること
　５　言語と脳：失語症の患者の脳の分析からわかること
　６　精神疾患と脳：統合失調症の患者の治療からわかること
　７　こころの誕生と脳の形成：胎児期アルコール症候群の患者の特徴からわかること
　８　視覚と脳：相貌失認の患者からわかること
　９　ホルモンと脳：自閉症スペクトラム障害の患者の治療からわかること
１０　食欲と脳：摂食障害の患者の特徴からわかること
１１　睡眠と脳：ナルコレプシーの患者と不登校の子どもの分析からわかること
１２　性と脳：男女の脳の比較からわかること
１３　薬物と脳：新薬開発の現場からわかること
１４　授業のまとめ
１５　試験

◆準備学習の内容◆

あらかじめプリントを配布しますので、授業までに空欄を埋めるなどの準備学習をしてきてください。

◆成績評価の方法◆

毎週必ず出席してください。

授業への参加度と試験結果を総合して評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布します。

◆参考図書◆

古川聡・川崎勝義・福田幸男　『脳とこころの不思議な関係』　川島書店
安部博史・野中博意・古川聡　『脳から始めるこころの理解」　福村出版
奈良信雄　『最高に美しい人体図鑑』　X-Knowledge
養老孟司　『ブレインブック：みえる脳」　南江堂

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

人間学Ｂ

古川　聡

◆授業目標◆

私たちは集団を形成し、その集団の中で毎日の生活を送っています。したがって私たちの行動も、実は集団の影響を強く受けているのです。
集団が持つ特徴を知ることで、自らの行動を振り返ってみてほしいと思います。この授業を通して、集団とのつきあいかたがうまくできるよう
になるはずです。

◆授業内容・計画◆

以下の項目にしたがって講義を進めていきます。
　１．集団とは何か
　２．集団の種類
　３．集団雰囲気と集団凝集性
　４．社会的ジレンマ
　５．リーダーシップ
　６．集団意識決定
　７．パーソナルスペース
　８．集団間関係
　９．集団生産性
１０．集合とは何か
１１．集合行動
１２．社会情報としてのうわさ
１３．おしゃべりとしてのうわさ
１４．パニック
１５．まとめと試験

◆準備学習の内容◆

プリントを配布しますので、あらかじめ読みながら空欄を埋めてきてください。

◆成績評価の方法◆

授業内で、個人および集団によりさまざまな作業をしてもらいます。授業への積極的な関与が必要です。体験による学びの多い時間ですか
ら、出席は不可欠です。

毎回の授業で提出してもらうコメントシートをもとにした授業への関与度と試験結果を総合して評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配布します

◆参考図書◆

唐沢かおり『社会心理学』（朝倉心理学講座７）朝倉書店
安藤香織・杉浦淳吉『暮らしの中の社会心理学』ナカニシヤ出版

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

歴史Ｇ

馬場　わかな

◆授業目標◆

西洋音楽を学ぶには、その起源となったヨーロッパの歴史に関する基本的知識の習得が不可欠である。本講義では、授業のはじめに毎回
のテーマがどのように音楽と関連するかについて受講者同士で意見交換してもらった上で、政治・経済・社会・文化といったさまざまな角度か
ら、中世から19世紀前半までのヨーロッパの歴史をたどる。

◆授業内容・計画◆

1  ガイダンス
2  中世都市の発展
3  大航海時代
4  ルネサンス
5  宗教改革と対抗宗教改革
6  主権国家の形成と絶対王政（スペイン／イギリス）
7  主権国家の形成と絶対王政（フランス／プロイセン／オーストリア）
8  オランダの繁栄
9  ヨーロッパ諸国の海外進出
10 宮廷文化と民衆文化
11 啓蒙の世紀
12 産業革命とその影響
13 フランス革命
14 ロマン主義の高揚
15 まとめ

◆準備学習の内容◆

世界史の基礎知識が必要となるので、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◆

後期に「歴史」を受講する場合、GとHは一部内容が重複するので、K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。

毎回の授業で書いてもらうリアクションペーパー（30%）、学期末試験（70%）に基づき、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回の授業で、必要なレジュメや資料を配布する。

◆参考図書◆

毎回の授業で、適宜紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-211 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

歴史Ｈ

馬場　わかな

◆授業目標◆

西洋音楽を学ぶには、その起源となったヨーロッパの歴史に関する基本的知識の習得が不可欠である。本講義では、授業のはじめに毎回
のテーマがどのように音楽と関連するかについて受講者同士で意見交換してもらった上で、政治・経済・社会・文化といったさまざまな角度か
ら、19世紀前半から第二次大戦までのヨーロッパの歴史をたどる。

◆授業内容・計画◆

1  ガイダンス
2  国民国家とナショナリズム
3  近代市民社会の成立
4  1848年革命と中東欧
5  イタリアとドイツの統一
6  科学技術の発展
7  万国博覧会の時代
8  帝国主義と列強の展開
9  19世紀末～20世紀初頭のドイツとフランス
10 第一次大戦
11 ロシア革命
12 大衆消費社会の登場
13 ファシズムと第二次大戦
14 映像でみる20世紀のヨーロッパ
15 まとめ

◆準備学習の内容◆

世界史の基礎知識が必要となるので、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◆

この講義は、前期の「ヨーロッパの歴史G]と一部内容が重なるので、Gをすでに受講した者で、今学期も「ヨーロッパの歴史」の受講を希望す
る者は、Kを受講することを推奨する。

毎回の授業で書いてもらうリアクションペーパー（30%）、学期末試験（70%）に基づき、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回の授業で、必要なレジュメや資料を配布する。

◆参考図書◆

毎回の授業で、適宜紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

心理学Ａ

小澤　真

◆授業目標◆

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◆

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◆



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

心理学Ａ

小澤　真

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

心理学Ｂ

小澤　真

◆授業目標◆

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◆

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◆



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

心理学Ｂ

小澤　真

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

楽器と音響Ａ

藤田　厚生

◆授業目標◆

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（絃楽器との関連）
５、音の種類②（管楽器・打楽器との関連）
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
10,  録音の現場
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◆

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◆



ナンバリング

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

楽器と音響Ｂ

藤田　厚生

◆授業目標◆

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（電気音響）
２、音響用語②（建築音響）
３、録音機材①（歴史）
４、録音機材②（スタジオ機材）
５、デジタルオーディオ①（記録メディア）
６、デジタルオーディオ②（録音機材・周辺機器）
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◆

特にありません

◆成績評価の方法◆

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◆



ナンバリング

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１ 単位数 2単位

備考

環境Ａ

二宮　穣

◆授業目標◆

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◆

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◆



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２ 単位数 2単位

備考

環境Ａ

二宮　穣

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

環境Ｂ

二宮　穣

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

健康Ａ

薗部　正人

◆授業目標◆

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◆

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◆



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。



ナンバリング

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

健康Ｂ

薗部　正人

◆授業目標◆

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◆

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◆



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。



ナンバリング

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 金２ 単位数 2単位

備考

LAS293N

スポーツＡ

テニス

山口　知恵

◆授業目標◆

テニス技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようになる。コ
ミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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．簡単なストロークと壁打ち練習
4．壁打ちでフォームを身につける
5．壁打ちでフォア＆バックの練習
6．ミニラリーを続ける
7．ミニラリーから少しずつ距離を離してのラリー
8．ボレーの練習（ストローク＆ボレー）
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（審判やマナーを覚える）
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、外用運動シューズ、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◆

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（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

LAS293N

スポーツＡ

テニス

山口　知恵

◆授業目標◆

テニス技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようになる。コ
ミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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．簡単なストロークと壁打ち練習
4．壁打ちでフォームを身につける
5．壁打ちでフォア＆バックの練習
6．ミニラリーを続ける
7．ミニラリーから少しずつ距離を離してのラリー
8．ボレーの練習（ストローク＆ボレー）
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（審判やマナーを覚える）
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、外用運動シューズ、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◆

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（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

LAS293N

スポーツＡ

テニス

山口　知恵

◆授業目標◆

テニス技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようになる。コ
ミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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．簡単なストロークと壁打ち練習
4．壁打ちでフォームを身につける
5．壁打ちでフォア＆バックの練習
6．ミニラリーを続ける
7．ミニラリーから少しずつ距離を離してのラリー
8．ボレーの練習（ストローク＆ボレー）
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（審判やマナーを覚える）
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、外用運動シューズ、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◆

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（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

LAS293N

スポーツＡ

テニス

山口　知恵

◆授業目標◆

テニス技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようになる。コ
ミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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．簡単なストロークと壁打ち練習
4．壁打ちでフォームを身につける
5．壁打ちでフォア＆バックの練習
6．ミニラリーを続ける
7．ミニラリーから少しずつ距離を離してのラリー
8．ボレーの練習（ストローク＆ボレー）
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（審判やマナーを覚える）
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、外用運動シューズ、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◆

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（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

LAS294N

スポーツＢ

バードゴルフ

佐藤　洋

◆授業目標◆

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◆
【第1回】    
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】      
  バードゴルフへの導入
  ・クラブの握り方
  ・スイング動作の習得
  ・ルールとマナーの習得
【第3回】
  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
【第4回】
  基本技術練習
  ・打ちっ放し
【第5回】
  応用技術練習①
  ・距離と方向（ライン）を読む打ち方
【第6回】
  応用技術練習②
  ・籠入れの打ち方
【第7回】
  簡易コースのラウンド①
  ・簡易コースの把握
  ・ラウンド中ルールとマナーの再確認
【第8回】
  簡易コースのラウンド②
  ・スコアカードの記入方法習得
【第9回】
  発展編①
  コンペ  個人戦①
  ・簡易コースラウンド
  ・スコアカードの提出
【第10回】
  発展編②  

◆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◆

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。



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

LAS294N

スポーツＢ

バードゴルフ

佐藤　洋

◆授業目標◆

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◆
【第1回】    
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】      
  バードゴルフへの導入
  ・クラブの握り方
  ・スイング動作の習得
  ・ルールとマナーの習得
【第3回】
  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
【第4回】
  基本技術練習
  ・打ちっ放し
【第5回】
  応用技術練習①
  ・距離と方向（ライン）を読む打ち方
【第6回】
  応用技術練習②
  ・籠入れの打ち方
【第7回】
  簡易コースのラウンド①
  ・簡易コースの把握
  ・ラウンド中ルールとマナーの再確認
【第8回】
  簡易コースのラウンド②
  ・スコアカードの記入方法習得
【第9回】
  発展編①
  コンペ  個人戦①
  ・簡易コースラウンド
  ・スコアカードの提出
【第10回】
  発展編②  

◆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◆

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。



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

LAS294N

スポーツＢ

バードゴルフ

佐藤　洋

◆授業目標◆

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◆
【第1回】    
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】      
  バードゴルフへの導入
  ・クラブの握り方
  ・スイング動作の習得
  ・ルールとマナーの習得
【第3回】
  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
【第4回】
  基本技術練習
  ・打ちっ放し
【第5回】
  応用技術練習①
  ・距離と方向（ライン）を読む打ち方
【第6回】
  応用技術練習②
  ・籠入れの打ち方
【第7回】
  簡易コースのラウンド①
  ・簡易コースの把握
  ・ラウンド中ルールとマナーの再確認
【第8回】
  簡易コースのラウンド②
  ・スコアカードの記入方法習得
【第9回】
  発展編①
  コンペ  個人戦①
  ・簡易コースラウンド
  ・スコアカードの提出
【第10回】
  発展編②  

◆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◆

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。



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

LAS294N

スポーツＢ

バードゴルフ

佐藤　洋

◆授業目標◆

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◆
【第1回】    
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】      
  バードゴルフへの導入
  ・クラブの握り方
  ・スイング動作の習得
  ・ルールとマナーの習得
【第3回】
  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
【第4回】
  基本技術練習
  ・打ちっ放し
【第5回】
  応用技術練習①
  ・距離と方向（ライン）を読む打ち方
【第6回】
  応用技術練習②
  ・籠入れの打ち方
【第7回】
  簡易コースのラウンド①
  ・簡易コースの把握
  ・ラウンド中ルールとマナーの再確認
【第8回】
  簡易コースのラウンド②
  ・スコアカードの記入方法習得
【第9回】
  発展編①
  コンペ  個人戦①
  ・簡易コースラウンド
  ・スコアカードの提出
【第10回】
  発展編②  

◆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◆

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。



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

薗部　正人

◆授業目標◆

バドミントン技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようにな
る。コミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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、壁打ち）
3．ストロークの基本とサーブ
4．ロング＆ショートサービスとレシーブ、簡易的なゲーム
5．クリア練習＆半面シングルスゲーム
6．ドロップ練習＆半面シングルスゲーム
7．スマッシュ練習＆半面シングルスゲーム
8．ドライブ練習＆半面シングルスゲーム
9．ヘアピン練習＆半面シングルスゲーム
10．ダブルスゲームのルール
11．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＤ
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◆

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス 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

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

薗部　正人

◆授業目標◆

バドミントン技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようにな
る。コミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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、壁打ち）
3．ストロークの基本とサーブ
4．ロング＆ショートサービスとレシーブ、簡易的なゲーム
5．クリア練習＆半面シングルスゲーム
6．ドロップ練習＆半面シングルスゲーム
7．スマッシュ練習＆半面シングルスゲーム
8．ドライブ練習＆半面シングルスゲーム
9．ヘアピン練習＆半面シングルスゲーム
10．ダブルスゲームのルール
11．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＤ
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◆

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

山口　知恵

◆授業目標◆

バドミントン技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようにな
る。コミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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、壁打ち）
3．ストロークの基本とサーブ
4．ロング＆ショートサービスとレシーブ、簡易的なゲーム
5．クリア練習＆半面シングルスゲーム
6．ドロップ練習＆半面シングルスゲーム
7．スマッシュ練習＆半面シングルスゲーム
8．ドライブ練習＆半面シングルスゲーム
9．ヘアピン練習＆半面シングルスゲーム
10．ダブルスゲームのルール
11．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＤ
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◆

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

山口　知恵

◆授業目標◆

バドミントン技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようにな
る。コミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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、壁打ち）
3．ストロークの基本とサーブ
4．ロング＆ショートサービスとレシーブ、簡易的なゲーム
5．クリア練習＆半面シングルスゲーム
6．ドロップ練習＆半面シングルスゲーム
7．スマッシュ練習＆半面シングルスゲーム
8．ドライブ練習＆半面シングルスゲーム
9．ヘアピン練習＆半面シングルスゲーム
10．ダブルスゲームのルール
11．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＤ
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◆

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０５

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

山口　知恵

◆授業目標◆

バドミントン技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようにな
る。コミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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、壁打ち）
3．ストロークの基本とサーブ
4．ロング＆ショートサービスとレシーブ、簡易的なゲーム
5．クリア練習＆半面シングルスゲーム
6．ドロップ練習＆半面シングルスゲーム
7．スマッシュ練習＆半面シングルスゲーム
8．ドライブ練習＆半面シングルスゲーム
9．ヘアピン練習＆半面シングルスゲーム
10．ダブルスゲームのルール
11．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＤ
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◆

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０６

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

山口　知恵

◆授業目標◆

バドミントン技術の習得、試合のルール、マナーを身につける。スポーツを通して自分のことをよく知り、周りをよく見ることができるようにな
る。コミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス（カード記入）
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、壁打ち）
3．ストロークの基本とサーブ
4．ロング＆ショートサービスとレシーブ、簡易的なゲーム
5．クリア練習＆半面シングルスゲーム
6．ドロップ練習＆半面シングルスゲーム
7．スマッシュ練習＆半面シングルスゲーム
8．ドライブ練習＆半面シングルスゲーム
9．ヘアピン練習＆半面シングルスゲーム
10．ダブルスゲームのルール
11．ダブルスリーグ戦  組み合わせＡ
12．ダブルスリーグ戦  組み合わせＢ
13．ダブルスリーグ戦  組み合わせＣ
14．ダブルスリーグ戦  組み合わせＤ
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◆

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（準備、片付け、遅刻、服装、提出物、授業の理解度と参加態度、積極性、協調性）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

LAS296N

スポーツＤ

卓球

佐藤　洋

◆授業目標◆

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◆
【第1回】
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】
  卓球への導入
  ・ラケットの握り方
  ・スイング動作
  ・マナーの習得
  ・ラリーの習得
【第3回】
  卓球の基礎技術①
  ・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
  ・ショート
【第4回】
  卓球の基本技術②
  ・サービス
  ・レシーブ
【第5回】
  卓球の基本技術③
  ・スマッシュ
【第6回】
  シングルスゲームの進め方
  ・審判法
  ・シングルスゲームのマナー・ルール習得
【第7回】
  シングルスゲーム①
  ・ローテーション方式
  ・スコアカードの記入
【第8回】
  シングルスゲーム②
  ・勝ち抜き戦方式
  ・スコアカードの記入
【第9回】

◆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◆

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



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

LAS296N

スポーツＤ

卓球

佐藤　洋

◆授業目標◆

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◆
【第1回】
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】
  卓球への導入
  ・ラケットの握り方
  ・スイング動作
  ・マナーの習得
  ・ラリーの習得
【第3回】
  卓球の基礎技術①
  ・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
  ・ショート
【第4回】
  卓球の基本技術②
  ・サービス
  ・レシーブ
【第5回】
  卓球の基本技術③
  ・スマッシュ
【第6回】
  シングルスゲームの進め方
  ・審判法
  ・シングルスゲームのマナー・ルール習得
【第7回】
  シングルスゲーム①
  ・ローテーション方式
  ・スコアカードの記入
【第8回】
  シングルスゲーム②
  ・勝ち抜き戦方式
  ・スコアカードの記入
【第9回】

◆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◆

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



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

LAS296N

スポーツＤ

卓球

佐藤　洋

◆授業目標◆

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◆
【第1回】
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】
  卓球への導入
  ・ラケットの握り方
  ・スイング動作
  ・マナーの習得
  ・ラリーの習得
【第3回】
  卓球の基礎技術①
  ・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
  ・ショート
【第4回】
  卓球の基本技術②
  ・サービス
  ・レシーブ
【第5回】
  卓球の基本技術③
  ・スマッシュ
【第6回】
  シングルスゲームの進め方
  ・審判法
  ・シングルスゲームのマナー・ルール習得
【第7回】
  シングルスゲーム①
  ・ローテーション方式
  ・スコアカードの記入
【第8回】
  シングルスゲーム②
  ・勝ち抜き戦方式
  ・スコアカードの記入
【第9回】

◆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◆

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



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

LAS296N

スポーツＤ

卓球

佐藤　洋

◆授業目標◆

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◆
【第1回】
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】
  卓球への導入
  ・ラケットの握り方
  ・スイング動作
  ・マナーの習得
  ・ラリーの習得
【第3回】
  卓球の基礎技術①
  ・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
  ・ショート
【第4回】
  卓球の基本技術②
  ・サービス
  ・レシーブ
【第5回】
  卓球の基本技術③
  ・スマッシュ
【第6回】
  シングルスゲームの進め方
  ・審判法
  ・シングルスゲームのマナー・ルール習得
【第7回】
  シングルスゲーム①
  ・ローテーション方式
  ・スコアカードの記入
【第8回】
  シングルスゲーム②
  ・勝ち抜き戦方式
  ・スコアカードの記入
【第9回】

◆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◆

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



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス 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

LAS296N

スポーツＤ

卓球

薗部　正人

◆授業目標◆

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◆
【第1回】
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】
  卓球への導入
  ・ラケットの握り方
  ・スイング動作
  ・マナーの習得
  ・ラリーの習得
【第3回】
  卓球の基礎技術①
  ・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
  ・ショート
【第4回】
  卓球の基本技術②
  ・サービス
  ・レシーブ
【第5回】
  卓球の基本技術③
  ・スマッシュ
【第6回】
  シングルスゲームの進め方
  ・審判法
  ・シングルスゲームのマナー・ルール習得
【第7回】
  シングルスゲーム①
  ・ローテーション方式
  ・スコアカードの記入
【第8回】
  シングルスゲーム②
  ・勝ち抜き戦方式
  ・スコアカードの記入
【第9回】

◆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◆

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



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス 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

LAS296N

スポーツＤ

卓球

薗部　正人

◆授業目標◆

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◆
【第1回】
  ガイダンス
  ・個人カードの作成
【第2回】
  卓球への導入
  ・ラケットの握り方
  ・スイング動作
  ・マナーの習得
  ・ラリーの習得
【第3回】
  卓球の基礎技術①
  ・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
  ・ショート
【第4回】
  卓球の基本技術②
  ・サービス
  ・レシーブ
【第5回】
  卓球の基本技術③
  ・スマッシュ
【第6回】
  シングルスゲームの進め方
  ・審判法
  ・シングルスゲームのマナー・ルール習得
【第7回】
  シングルスゲーム①
  ・ローテーション方式
  ・スコアカードの記入
【第8回】
  シングルスゲーム②
  ・勝ち抜き戦方式
  ・スコアカードの記入
【第9回】

◆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◆

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



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。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

発達心理学Ａ

井出野　尚

◆授業目標◆

 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い。

◆成績評価の方法◆

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◆

『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◆



ナンバリング

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

発達心理学Ｂ

井出野　尚

◆授業目標◆

 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）人格
８　　青年期（３）社会性
９　　青年期（４）職業選択・恋愛
１０　成人前期（１）社会性・人格
１１　成人前期（２）結婚と子育て
１２　成人中期（１）社会性
１３　成人中期（２）ストレス
１４　生涯発達とその障害
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い。

◆成績評価の方法◆

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◆



ナンバリング

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

社会福祉概論Ａ

鍛治　智子

◆授業目標◆

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．価値観を見つめ直す―気づかれない「排除」のかたち
 6．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
 7．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
 8．日本の社会福祉の諸制度と歴史③―利用者主体の考え方
 9．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
10．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
11．社会福祉を支える人々・機関②―ボランティア・NPO
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◆

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◆



ナンバリング

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 金１ 単位数 2単位

備考

社会福祉概論Ｂ

任　賢宰

◆授業目標◆

①現代社会における地域や家族の諸問題について理解できる。 ②地域社会での住民同士の支え合いおよび地域で行われている活動につ
いて理解できる。 ③社会に必要とされる福祉の支援および社会福祉の将来と担い手について理解できる。

◆授業内容・計画◆

1　オリエンテーション‐社会における福祉と音楽
2　現代社会で生じている生活課題‐地域と家族に焦点を当てて
3　地域社会での住民同士の支え合い①‐地域社会の主体
4　地域社会での住民同士の支え合い②‐地域社会における住民活動
5　身近な地域で行われている地域活動
6　福祉領域における専門職の役割
7　社会に必要とされる福祉の支援①‐児童福祉を中心に
8　社会に必要とされる福祉の支援②‐障害者福祉を中心に
9　社会に必要とされる福祉の支援③‐高齢者福祉を中心に
10　テーマ学習①‐現代社会と家族
11　テーマ学習②‐家族と親密性
12　テーマ学習③‐家族における依存と共依存
13　テーマ学習④‐家族と認知症の人
14　社会福祉の将来と担い手
15　講義のまとめ‐再び考える社会における福祉と音楽

◆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あります。日ごろから、新聞記事やニュース等を確認して、社会福祉に対する
関心を高めてください。社会福祉について理解し、面白さを感じるためには、各回における予習と復習が大切です。

◆成績評価の方法◆

前期の「社会福祉概論Ａ」も合わせて復習することを勧めます。授業は講義だけではなく映像資料を用いたり、グルプ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、授業の内容や順序を変更する場合があります。

①学期末レポート40点（レポートのテーマと様式、提出方法等は学期末に発表する―提出時期は2回あります。）
②各回のコメントカード（感想など）60点

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は指定しません。毎回の授業でレジュメや参考資料を配付します。

◆参考図書◆

必要によって授業の中で、適宜参考文献を提示します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

生涯学習概論

文　孝淑

◆授業目標◆

　地域社会が多様な文化を持っている人々が増えつつあるなか、生涯学習の枠組みで専門職である学芸員の学習サービスと学習・文化活
動におけるマネジメント能力を高めていくことにある

◆授業内容・計画◆

　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及び実践活動の
ネットワークづくりなどの企画・調整者、支援者としてのマネジメント能力が求められている。講義前半では、多様な価値観や異なる文化・世
代・発達などを背景をもっている地域住民が増えていく地域社会の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
各々が考えていく。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：講義のガイダンスおよびアンケートを作成。
第２回（講義）：生涯学習論の法制度や学習内容、実践活動の変遷を時系列に検討し、各自が問題点を考える
　以降は、共同交流学習の視点から高齢者・障害者・外国人住民の文化・学習実践活動の変遷を考察しながら具体的な事例・映像などえ現
状を知っていく。
第３回（講義）：高齢者と発達・キャリア　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）：障害者と発達・教育キャリア　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）：　外国人住民と生涯学習　①
第10回（講義）：外国人住民と生涯学習　②　地域文化づくりと異なる文化　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）：決めたテーマについて話し合う。
第14回（グループワーク③）：話し合いのまとめ作業。
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◆

① 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、足を運んで現場をみてほしい。
③　受講者学年や講義の進み具合によっては各回の順番または講義内容を変更する場合がある。

　各回ごとの講義の振り返り作成とグループワークのプレゼンテーション、課題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◆



ナンバリング

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

健康科学Ａ

北島　勉

◆授業目標◆

本講義では、日本の健康問題の現状とその対策について理解することを目標とします。そのため、日本の人口構造や疾 病構造の変化や、
保健医療システムの変遷、現在の仕組みと課題などについて学習します。

◆授業内容・計画◆

第1回：はじめに
第2回：人口構造
第3回：疾病構造
第4回：日本人の健康状態
第5回：保健医療システムの変遷
第6回：結核とその対策
第7回：保健医療システムの現状（公衆衛生）
第8回：保健医療システムの現状（ヘルスプロモーション）
第9回：保健医療システムの現状（治療）
第10回：国民医療費
第11回：医療保険制度の仕組み
第12回：高齢者に対する医療保険制度
第13回：認知症への対応
第14回: 日本の医療保険制度の課題
第15回：まとめ

◆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◆

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）◆

特に指定しない

◆参考図書◆

国民衛生の動向2015/2016 厚生統計協会 2015年

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

健康科学Ｂ

北島　勉

◆授業目標◆

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◆

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）
『はじめて学ぶやさしい疫学』第2版（南江堂）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

医学概論Ａ

小山田　静枝

◆授業目標◆

 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。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◆

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。

平常の授業への取り組みと学期末筆記試験（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◆



ナンバリング

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

医学概論Ｂ

小山田　静枝

◆授業目標◆

 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◆

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。

平常の授業への取り組みと学期末筆記試験（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◆



ナンバリング

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

音声生理学Ａ

楠山　敏行

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

音声生理学Ｂ

楠山　敏行

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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１ 単位数 2単位

備考

LAL242N

教育メディア論

工藤　彰

◆授業目標◆

日常的に接しているメディアの背景にある知識と，メディアと接する上で一般常識として必要な作法を学び，メール・文書作成・表計算・プレゼ
ンテーションのソフトウェアを正しく運用することができる．また，授業の後半で行う演習に参加することによって，あらゆる情報に送り手（作り
手）の立場があることを実感し，様々な媒体の調査を通して，メディアや他の人間とのコミュニケーションなどの表現方法に自覚的な態度で向
き合うことができるようになる．

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス：パーソナルメディアとコミュニケーション
2. メールのリテラシーと作成
3. 文書作成①Wordによるコンピュータ入力とレポートの基本
4. 文書作成②引用の方法とレポート作成
5. 表計算①Excelを用いた表作成とグラフ作成
6. 表計算②シミュレーション
7. プレゼンテーション①Power point作成の基本とテーマ設定・準備
8. プレゼンテーション②発表とディスカッション
9. マスメディア①テーマ設定
10. マスメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
11. マスメディア③プレゼンテーションとディスカッション
12. ソーシャルメディア①テーマ設定
13. ソーシャルメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
14. ソーシャルメディア③プレゼンテーションとディスカッション
15. 授業全体の総括：メディアとの関わり方

◆準備学習の内容◆

演習で取り組んだ内容については，各自のコンピュータを使っても同様のことができるか確認しておきましょう．プレゼンテーションの準備や
資料作成が授業時間内で終わらなかった場合は，各自あるいはグループで済ませておく必要があります．

◆成績評価の方法◆

演習中心に授業を進めていきます．学内ネットワークを利用するのでIDとパスワードを忘れないようにしましょう．

平常点50点，期末試験50点で評価します．

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし．

◆参考図書◆

講義内で随時紹介します．

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

LAL242N

教育メディア論

工藤　彰

◆授業目標◆

日常的に接しているメディアの背景にある知識と，メディアと接する上で一般常識として必要な作法を学び，メール・文書作成・表計算・プレゼ
ンテーションのソフトウェアを正しく運用することができる．また，授業の後半で行う演習に参加することによって，あらゆる情報に送り手（作り
手）の立場があることを実感し，様々な媒体の調査を通して，メディアや他の人間とのコミュニケーションなどの表現方法に自覚的な態度で向
き合うことができるようになる．

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス：パーソナルメディアとコミュニケーション
2. メールのリテラシーと作成
3. 文書作成①Wordによるコンピュータ入力とレポートの基本
4. 文書作成②引用の方法とレポート作成
5. 表計算①Excelを用いた表作成とグラフ作成
6. 表計算②シミュレーション
7. プレゼンテーション①Power point作成の基本とテーマ設定・準備
8. プレゼンテーション②発表とディスカッション
9. マスメディア①テーマ設定
10. マスメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
11. マスメディア③プレゼンテーションとディスカッション
12. ソーシャルメディア①テーマ設定
13. ソーシャルメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
14. ソーシャルメディア③プレゼンテーションとディスカッション
15. 授業全体の総括：メディアとの関わり方

◆準備学習の内容◆

演習で取り組んだ内容については，各自のコンピュータを使っても同様のことができるか確認しておきましょう．プレゼンテーションの準備や
資料作成が授業時間内で終わらなかった場合は，各自あるいはグループで済ませておく必要があります．

◆成績評価の方法◆

演習中心に授業を進めていきます．学内ネットワークを利用するのでIDとパスワードを忘れないようにしましょう．

平常点50点，期末試験50点で評価します．

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし．

◆参考図書◆

講義内で随時紹介します．

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

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

LAL242N

教育メディア論

工藤　彰

◆授業目標◆

日常的に接しているメディアの背景にある知識と，メディアと接する上で一般常識として必要な作法を学び，メール・文書作成・表計算・プレゼ
ンテーションのソフトウェアを正しく運用することができる．また，授業の後半で行う演習に参加することによって，あらゆる情報に送り手（作り
手）の立場があることを実感し，様々な媒体の調査を通して，メディアや他の人間とのコミュニケーションなどの表現方法に自覚的な態度で向
き合うことができるようになる．

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス：パーソナルメディアとコミュニケーション
2. メールのリテラシーと作成
3. 文書作成①Wordによるコンピュータ入力とレポートの基本
4. 文書作成②引用の方法とレポート作成
5. 表計算①Excelを用いた表作成とグラフ作成
6. 表計算②シミュレーション
7. プレゼンテーション①Power point作成の基本とテーマ設定・準備
8. プレゼンテーション②発表とディスカッション
9. マスメディア①テーマ設定
10. マスメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
11. マスメディア③プレゼンテーションとディスカッション
12. ソーシャルメディア①テーマ設定
13. ソーシャルメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
14. ソーシャルメディア③プレゼンテーションとディスカッション
15. 授業全体の総括：メディアとの関わり方

◆準備学習の内容◆

演習で取り組んだ内容については，各自のコンピュータを使っても同様のことができるか確認しておきましょう．プレゼンテーションの準備や
資料作成が授業時間内で終わらなかった場合は，各自あるいはグループで済ませておく必要があります．

◆成績評価の方法◆

演習中心に授業を進めていきます．学内ネットワークを利用するのでIDとパスワードを忘れないようにしましょう．

平常点50点，期末試験50点で評価します．

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし．

◆参考図書◆

講義内で随時紹介します．

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

LAL242N

教育メディア論

工藤　彰

◆授業目標◆

日常的に接しているメディアの背景にある知識と，メディアと接する上で一般常識として必要な作法を学び，メール・文書作成・表計算・プレゼ
ンテーションのソフトウェアを正しく運用することができる．また，授業の後半で行う演習に参加することによって，あらゆる情報に送り手（作り
手）の立場があることを実感し，様々な媒体の調査を通して，メディアや他の人間とのコミュニケーションなどの表現方法に自覚的な態度で向
き合うことができるようになる．

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス：パーソナルメディアとコミュニケーション
2. メールのリテラシーと作成
3. 文書作成①Wordによるコンピュータ入力とレポートの基本
4. 文書作成②引用の方法とレポート作成
5. 表計算①Excelを用いた表作成とグラフ作成
6. 表計算②シミュレーション
7. プレゼンテーション①Power point作成の基本とテーマ設定・準備
8. プレゼンテーション②発表とディスカッション
9. マスメディア①テーマ設定
10. マスメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
11. マスメディア③プレゼンテーションとディスカッション
12. ソーシャルメディア①テーマ設定
13. ソーシャルメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
14. ソーシャルメディア③プレゼンテーションとディスカッション
15. 授業全体の総括：メディアとの関わり方

◆準備学習の内容◆

演習で取り組んだ内容については，各自のコンピュータを使っても同様のことができるか確認しておきましょう．プレゼンテーションの準備や
資料作成が授業時間内で終わらなかった場合は，各自あるいはグループで済ませておく必要があります．

◆成績評価の方法◆

演習中心に授業を進めていきます．学内ネットワークを利用するのでIDとパスワードを忘れないようにしましょう．

平常点50点，期末試験50点で評価します．

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし．

◆参考図書◆

講義内で随時紹介します．

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０５

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

LAL242N

教育メディア論

工藤　彰

◆授業目標◆

日常的に接しているメディアの背景にある知識と，メディアと接する上で一般常識として必要な作法を学び，メール・文書作成・表計算・プレゼ
ンテーションのソフトウェアを正しく運用することができる．また，授業の後半で行う演習に参加することによって，あらゆる情報に送り手（作り
手）の立場があることを実感し，様々な媒体の調査を通して，メディアや他の人間とのコミュニケーションなどの表現方法に自覚的な態度で向
き合うことができるようになる．

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス：パーソナルメディアとコミュニケーション
2. メールのリテラシーと作成
3. 文書作成①Wordによるコンピュータ入力とレポートの基本
4. 文書作成②引用の方法とレポート作成
5. 表計算①Excelを用いた表作成とグラフ作成
6. 表計算②シミュレーション
7. プレゼンテーション①Power point作成の基本とテーマ設定・準備
8. プレゼンテーション②発表とディスカッション
9. マスメディア①テーマ設定
10. マスメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
11. マスメディア③プレゼンテーションとディスカッション
12. ソーシャルメディア①テーマ設定
13. ソーシャルメディア②スライド・資料の作成とプレゼンテーション準備
14. ソーシャルメディア③プレゼンテーションとディスカッション
15. 授業全体の総括：メディアとの関わり方

◆準備学習の内容◆

演習で取り組んだ内容については，各自のコンピュータを使っても同様のことができるか確認しておきましょう．プレゼンテーションの準備や
資料作成が授業時間内で終わらなかった場合は，各自あるいはグループで済ませておく必要があります．

◆成績評価の方法◆

演習中心に授業を進めていきます．学内ネットワークを利用するのでIDとパスワードを忘れないようにしましょう．

平常点50点，期末試験50点で評価します．

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし．

◆参考図書◆

講義内で随時紹介します．

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス 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

LAL242N

教育メディア論

若尾　良男

◆授業目標◆

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  Microsoft 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　PowerPointによるスライド作成の演習とまとめ

◆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疑問点や問題点を明確にしておくこと。

◆成績評価の方法◆

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、教科書にそ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、またそれらの管理をしっかりすること。

授業毎の演習課題および最終課題についての提出状況とその内容によって授業内容の理解度や取組みを総合的に評価する。

◆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◆



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

LAL242N

教育メディア論

若尾　良男

◆授業目標◆

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  Microsoft 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　PowerPointによるスライド作成の演習とまとめ

◆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疑問点や問題点を明確にしておくこと。

◆成績評価の方法◆

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、教科書にそ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、またそれらの管理をしっかりすること。

授業毎の演習課題および最終課題についての提出状況とその内容によって授業内容の理解度や取組みを総合的に評価する。

◆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◆



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

LAL242N

教育メディア論

若尾　良男

◆授業目標◆

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  Microsoft 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　PowerPointによるスライド作成の演習とまとめ

◆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疑問点や問題点を明確にしておくこと。

◆成績評価の方法◆

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、教科書にそ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、またそれらの管理をしっかりすること。

授業毎の演習課題および最終課題についての提出状況とその内容によって授業内容の理解度や取組みを総合的に評価する。

◆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◆



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

LAL242N

教育メディア論

若尾　良男

◆授業目標◆

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  Microsoft 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　PowerPointによるスライド作成の演習とまとめ

◆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疑問点や問題点を明確にしておくこと。

◆成績評価の方法◆

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、教科書にそ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、またそれらの管理をしっかりすること。

授業毎の演習課題および最終課題についての提出状況とその内容によって授業内容の理解度や取組みを総合的に評価する。

◆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◆



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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

企業と社会Ａ

山本　聡

◆授業目標◆

現代社会は、企業活動によって構成されている。我々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ない。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」を学んで理解する。また、受講者には演習として、プロジェクト・レポートの作成や
報告、グループワークをしてもらうこともある。

◆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・変更していく。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ほしい。

毎回の授業開始10～20分間ないしは終了10～20分前には演習を課す。そのための宿題を課すこともある。
第一回目の授業に演習をする場合、事前にLiveCampusを通じて、課題を出す。

これまでの国立音大の経験上、演習に授業内容とは関係のない「感想」を書く履修者が多いが、そうした
履修者は大幅な原点、もしくは即時の単位不可とする場合もあるので、留意すること。

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◆

期末試験ないしは期末レポート、報告により評価する（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。レポートの回収は授業開始後すぐである。レポートの提出日は授業ないしはLiveCampusで連絡する。

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る。

◆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◆



原則として、教員による講義形式・板書を中心に進める。そのため、ノート・テイキングと整理が重要になる。履修者の人数によっては、授業
スタイルを演習形式とすることも考えている。遅刻、欠席はその度に減点対象とする。
シラバスを全く読まないままに授業を履修する履修者が多いので、シラバスの確認を含め、履修者に初回授業前にLiveCampusで諸注意を
送付する。その際、準備学習に関する授業初回時の課題を課し、授業後すぐに演習を行う可能性がある。

毎回の授業開始10～20分間ないしは終了10～20分前には演習を課す。そのための宿題を課すこともある。
第一回目の授業に演習をする場合、事前にLiveCampusを通じ、課題を出す。
これまでの国立音大の経験上、演習に授業内容と関係のない「感想」を書く履修者が多いが、そうした
履修者は大幅な原点、もしくは即時の単位不可とする場合もある。
履修者の座り方は指定する。教員の前を横切り、もって授業妨害をする履修者が多い。よって、授業開始後、教室の形状を踏まえ、ドアの一
つを施錠する。

TwitterなどSNSに本授業の書き込みをした場合、単位不可とする。



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 集中 単位数 2単位

備考

企業と社会Ｃ

石島　隆

◆授業目標◆

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◆

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◆



問題意識を持って学ぶ姿勢を重視する。



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 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

企業と社会Ｄ

神山　久美

◆授業目標◆

消費生活の現状や生活設計に関する基礎的な知識を得る。現在発生している消費者問題を踏まえて、消費者教育の重要性とその内容につ
いて理解を深める。私たちは消費者としてどのように意思決定をして行動していけばよいか、具体的に考えることができる。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス
２．消費者教育の必要性
３．経済社会の発展と消費者問題の発生
４．消費者政策の展開
５．商品の安全性
６．契約と商品・サービスの購入
７．消費者トラブル
８．クレジットカードと多重債務問題
９．生活設計
10．社会保険と私的保険
11．情報化社会と消費者
12．各ライフステージにおける消費者教育①幼児期・小中高生期
13．各ライフステージにおける消費者教育②成人期
14．消費者市民社会の構築に向けて
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

事前にテキストを購入して、読んでおくこと。興味をもった事項について,新聞やニュース等で情報収集をすること。

◆成績評価の方法◆

授業内課題でテキストを使用する。集中講義（9月1日、2日、5日）の初日から持参すること。

授業内課題（70％）‥基本的知識の獲得及び理解の評価
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）◆

『新しい消費者教育～これからの消費生活を考える～』日本消費者教育学会関東支部監修　慶應義塾大学出版会
ISBN：978-4-7664-2307-5

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4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

VMP403N

専門実技（声楽）Ⅶ

（Ｖ）

◆授業目標◆

　演奏実技（声楽）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵの学びの上に立ち、声楽を専門とする専門課程の学生としての発声・呼吸法を身につけるとともに、
歌曲、オペラ、宗教曲等の学修を通して、個々の豊かな感性と表現力を育み、心に響く演奏ができる。

◆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。学生の歌唱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となる曲を扱う。
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、それをもとに主体的に自らを高められるよう学ぶことができ
る。
授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲21に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする声楽曲21の多様な歌唱表現の検討と工夫
第４回：課題とする声楽曲21の仕上げ
第５回：課題とする声楽曲22に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第６回：課題とする声楽曲22の多様な歌唱表現の検討と工夫
第７回：課題とする声楽曲22の仕上げ
第８回：課題とする声楽曲23に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第９回：課題とする声楽曲23の多様な歌唱表現の検討と工夫
第10回：課題とする声楽曲23の仕上げ
第11回：課題とする声楽曲24に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第12回：課題とする声楽曲24の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする声楽曲24の仕上げ
第14回：声楽曲21、22、23、24のまとめの演奏と実技試験での曲の決定
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◆

※Ⅶセメスターの実技試験は「自由曲」とする。
※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。
※アリアは慣例のもの以外は原語、原調とする。
※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。

　実技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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 8単位

備考

VMP404N

専門実技（声楽）Ⅷ

（Ｖ）

◆授業目標◆

　演奏実技（声楽）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶの学びの上に立ち、声楽を専門とする専門課程の学生としての発声・呼吸法を身につけるととも
に、歌曲、オペラ、宗教曲等の学修を通して、個々の豊かな感性と表現力を育み、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。学生の歌唱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：課題とする声楽曲25に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする声楽曲25の多様な歌唱表現の検討と工夫
第４回：課題とする声楽曲25の仕上げ
第５回：課題とする声楽曲26に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第６回：課題とする声楽曲26の多様な歌唱表現の検討と工夫
第７回：課題とする声楽曲26の仕上げ
第８回：課題とする声楽曲27に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第９回：課題とする声楽曲27の多様な歌唱表現の検討と工夫
第10回：課題とする声楽曲27の仕上げ
第11回：課題とする声楽曲28に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第12回：課題とする声楽曲28の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする声楽曲28の仕上げ
第14回：声楽曲25、26、27、28のまとめの演奏と卒業試験での曲の決定
第15回：卒業試験で演奏する歌曲及び自由曲の表現の追究

卒業試験

◆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◆

　卒業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◆



※Ⅷセメスターの試験は「歌曲」及び「自由曲」とする。
※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。
※アリアは慣例のもの以外は原語、原調とする。
※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。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

KBP407N

専門実技（ピアノ）Ⅶ

（Ｐ）

◆授業目標◆

（１）ピアノ演奏の基本的な技術を確立し、豊かな表現力を養
　う。
（２）ロマン派及び近現代の作品を中心にレパートリーをさら
　に拡大し、時代様式に沿った演奏法、演奏解釈をより深く学
　ぶ。
（３）全ての時代を通じて重要な作曲技法の一つであるポリフ
　ォニーに基づく作品を再度掘り下げて学ぶ。

◆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 時代を問わず、これまでの学習でレパートリーが不足
　している分野の楽曲を選び、アプローチ法を探る。
第３回 自由曲を学ぶ（１）時代背景、様式を中心に
第４回 自由曲を学ぶ（２）形式、和声を中心に
第５回 自由曲を学ぶ（３）奏法を中心に
第６回 自由曲を学ぶ（４）表現法、音色を中心に
第７回 自由曲を学ぶ（５）表現の掘り下げ
第８回 自由曲を学ぶ（６）仕上げとまとめ
第９回 前期試験課題曲へのアプローチ法を探る｡
第１０回 課題曲を学ぶ（１）時代背景、様式を中心に
第１１回 課題曲を学ぶ（２）形式、和声を中心に
第１２回 課題曲を学ぶ（３）強弱法、奏法を中心に
第１３回 課題曲を学ぶ（４）声部の色分け、立体感を中心に
第１４回 課題曲を学ぶ（５）表現の掘り下げ
第１５回 演奏発表

*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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4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

KBP408N

専門実技（電子オルガン）Ⅶ

（電オル）

◆授業目標◆

・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。
・オーケストラ作品のリダクションばかりではなく、電子オルガンならでの表現が出来るオリジナル作品が作成出来ることを目標とする。

◆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。
卒業作品に成りうるソロの作品を創作し、自分の音楽としてアピール出来る表現を探求する。

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）モティーフの選別
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）和声、コード進行
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）対旋律
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）変奏
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）展開
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）レガート
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）音の切り方
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）歌い方
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）ブレス
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)構成力
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）一貫性
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◆

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）◆

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◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4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

KBP409N

専門実技（オルガン）Ⅶ

（Ｏ）

◆授業目標◆

専門実技VIに続き、更にレパートリーの拡大を目指し、ドイツとフランスの近現代作品を中心に、その様式、技術（運指法、アーティキュレー
ション、タッチ、ペダル奏法）、表現を習得する。

◆授業内容・計画◆

課題曲：Ｊ.Ｓ.バッハ、Ｍ.レーガー、Ｐ.ヒンデミット、Ｌ.ヴィエルヌ、Ｍ.デュリュフレ、Ｊ.アラン、Ｏ.メシアンの主な作品　　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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

KBP410N

専門実技（ピアノ）Ⅷ

（Ｐ）

◆授業目標◆

（１）ピアノ演奏の基本的な技術を確立し、豊かな表現力を養
　う。
（２）レパートリーをさらに拡大し、時代様式に沿った演奏
　法、演奏解釈を習得する。
（３）４年間の集大成としてのホールでの卒業試験に向け、よ
　りスケールの大きい説得力のある表現と、広い空間における
　響きの作り方を身につける｡

◆授業内容・計画◆

第１回 セメスターの学習計画を立てる｡レパートリーが不足している分野の楽曲を選び、アプローチ法を考える。
第２回 自由曲を学ぶ（１）時代背景、様式を中心に
第３回 自由曲を学ぶ（２）形式、和声を中心に
第４回 自由曲を学ぶ（３）表現法、奏法を中心に
第５回 卒業試験課題曲について、アプローチ法を探る｡
第６回 課題曲を学ぶ（１）時代背景を中心に
第７回 課題曲を学ぶ（２）形式を中心に
第８回 課題曲を学ぶ（３）奏法を中心に
第９回 課題曲を学ぶ（４）ホールの響きを踏まえた表現について
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）曲のキャラクター、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）楽曲を掘り下げ、独自の表現を探究する｡
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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 8単位

備考

KBP411N

専門実技（電子オルガン）Ⅷ

（電オル）

◆授業目標◆

・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。
・オーケストラ作品のリダクションばかりではなく、電子オルガンならでの表現が出来るオリジナル作品が作成出来ることを目標とする。

◆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。
卒業作品に成りうるソロの作品を創作し、自分の音楽としてアピール出来る表現を探求する。

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）音の入口
2)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（2）音の出口
3)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（3）リバーブ
4)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（4）音の方向性
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）エフェクト
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）マルチバンドコンプ
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）PICH、Tune
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）響きの残し方
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）響きの切り方
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)呼吸
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）響き
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）一貫性

◆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◆

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りsolo演奏し、卒業作品として楽譜も提出する

◆教科書（使用テキスト）◆

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◆

授業内で指示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 8単位

備考

KBP412N

専門実技（オルガン）Ⅷ

（Ｏ）

◆授業目標◆

専門実技VIIに続き近現代作品を取り上げ、総合的にオルガンレパートリーの演奏様式を習得する。

◆授業内容・計画◆

課題曲：Ｊ.Ｓ.バッハ、Ｆ.リスト、Ｍ.レーガー、Ｐ.ヒンデミット、Ｌ.ヴィエルヌ、Ｍ.デュリュフレ、Ｊ.アラン、Ｏ.メシアンの主な作品　　他

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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-024 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

KBS424N

電子オルガン音楽理論Ⅲ

森垣　桂一

◆授業目標◆

（1）作品分析、和声法等の音楽理論の知識を、電子オルガンの演奏・創作に生かすことができる。
（2）アコースティック楽器と電子オルガンのアンサンブル作品を創作するためのスケッチ、構想等をまとめることができる。

◆授業内容・計画◆

電子オルガンを生かしたアンサンブル作品を創作するために、スケッチを作成する。自由な発想で作品を書く事を目標とするが、演奏される
音楽を正しく楽譜に定着し、記譜する事を重要なポイントとする。
また、和声法の課題の実施と添削を適宜行う。

第1回　オリエンテーション
第2回　作曲に必要な楽曲分析（1）基礎
第3回　作品プランについての指導（1）基礎
第4回　作曲に必要な楽曲分析（2）応用
第5回　作品プランについての指導（2）応用
第6回　和声法の課題の実施と添削（1）導入
第7回　選択した楽器の楽曲分析（1）基礎
第8回　作品のスケッチ作成への指導（1）基礎
第9回　選択した楽器の楽曲分析（2）応用
第10回　作品のスケッチ作成への指導（2）応用
第11回　和声法の課題の実施と添削（2）基礎
第12回　期末提出物への指導
第13回　期末提出物への添削
第14回　和声法の課題の実施と添削（3）応用
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・どのような作品を作曲したいか、しっかりと考えて文章等にまとめること（楽器、形式、ジャンル等）。
・必要な参考曲を調べ、音源と楽譜によって研究すること（授業中に指示する）。
・毎回出来るだけ多く作品のスケッチを作成すること。

◆成績評価の方法◆

提出物と平常の授業への取り組みを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配付。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-024 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

KBS425N

電子オルガン音楽理論Ⅳ

森垣　桂一

◆授業目標◆

（1）作品分析、和声法等の音楽理論の知識を、電子オルガンの演奏・創作に生かすことができる。
（2）アコースティック楽器と電子オルガンのアンサンブル作品を完成し、発表することができる。

◆授業内容・計画◆

担当教員による作品の指導を受けた上で、電子オルガンを生かしたアンサンブル作品を完成し、12月に提出する。
リハーサルにおいての演奏家とのコミュニケーションと本番の演奏を、コース修了試験等により体験する。
和声法の課題の実習と添削を適宜行う。

第1回  オリエンテーション
第2回  提出作品の指導（1）基礎
第3回  提出作品の手直し（1）基礎
第4回  様式和声法の課題の実施と添削（1）基礎
第5回  提出作品の指導（2）応用
第6回  提出作品の手直し（2）応用
第7回  様式和声法の課題の実施と添削（2）応用
第8回  提出作品の指導（3）発展
第9回  提出作品の手直し（3）発展
第10回  様式和声法の課題の実施と添削（3）発展
第11回  パート譜の作成について（1）基礎
第12回  パート譜の作成について（2）応用
第13回  演奏審査リハーサル指導（1）基礎
第14回  演奏審査リハーサル指導（2）応用
第15回  まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
・12月のコース修了試験までのスケジュールを考えて作業を進めること。
（作曲、手直し、スコアの清書、パート譜づくり、アンサンブルの練習、演奏審査会等）

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取組みと、学期中に行われる指揮セッションにおける様子を合わせて評価とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配付。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4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

専門実技（弦管打）Ⅶ

（Ｓ）

◆授業目標◆

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確実に習得し、専門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磨く。

◆授業内容・計画◆

第１回　レパートリーの拡大のための目標と進め方の確認
第２回　専門実技Ⅵの復習と自己の課題の確認のための演奏
第３回　練習曲Ⅶ-①確認、課題曲Ⅶ-①確認
第４回　練習曲Ⅶ-①定着、課題曲Ⅶ-①表現の工夫
第５回　練習曲Ⅶ-②確認、課題曲Ⅶ-①仕上げの演奏
第６回　練習曲Ⅶ-②定着、課題曲Ⅶ-②確認
第７回　練習曲Ⅶ-③確認、課題曲Ⅶ-②表現の工夫
第８回　練習曲Ⅶ-③定着、課題曲Ⅶ-②仕上げの演奏
第９回　練習曲Ⅶ-④確認、課題曲Ⅶ-③確認
第10回　練習曲Ⅶ-④定着、課題曲Ⅶ-③表現の工夫
第11回　練習曲Ⅶ-⑤確認、課題曲Ⅶ-③仕上げの演奏
第12回　練習曲Ⅶ-⑤定着、課題曲Ⅶ-④確認
第13回　課題曲Ⅶ-④曲にふさわしい表現の研究
第14回　課題曲Ⅶ-④曲にふさわしい表現の工夫
第15回　演奏試験に向けた課題曲Ⅶ-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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 8単位

備考

専門実技（弦管打）Ⅷ

（Ｓ）

◆授業目標◆

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確実に習得し、専門課程のしめくくり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一層磨く。

◆授業内容・計画◆

第１回　レパートリーの拡大のための目標と進め方の確認等
第２回　専門実技Ⅶの復習と音楽家としての自己の課題の確認のための演奏
第３回　練習曲Ⅷ-①確認、課題曲Ⅷ-①確認
第４回　練習曲Ⅷ-①定着、課題曲Ⅷ-①表現の研究
第５回　練習曲Ⅷ-②確認、課題曲Ⅷ-①表現の工夫
第６回　練習曲Ⅷ-②定着、課題曲Ⅷ-①仕上げ
第７回　練習曲Ⅷ-③確認、課題曲Ⅷ-②確認
第８回　練習曲Ⅷ-③定着、課題曲Ⅷ-②表現の研究
第９回　練習曲Ⅷ-④確認、課題曲Ⅷ-②表現の工夫
第10回　練習曲Ⅷ-④定着、課題曲Ⅷ-②仕上げ
第11回　課題曲Ⅷ-③確認
第12回　課題曲Ⅷ-③曲にふさわしい表現の研究
第13回　課題曲Ⅷ-③曲にふさわしい表現の工夫
第14回　課題曲Ⅷ-③曲にふさわしい表現の一層の工夫
第15回　卒業演奏試験に向けた課題曲Ⅷ-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◆

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。

卒業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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 火３,火４,金３,金４ 単位数 2単位

備考

管弦楽Ⅶ

中島　大之, 三戸　誠, 山川　奈緒子, 工藤　俊幸, 永峰　高志

◆授業目標◆

管弦楽Ⅴ～Ⅷは，既にオーケストラの基礎的な経験を積んだ3S,4S合同のオーケストラ実習授業である。
音楽大学の標榜（表紙）とも言える管弦楽を研究し発表することで、演奏能力及び演奏家としての人間性、社会性を習得することを目標とす
る。

◆授業内容・計画◆

定められた演奏会を目標としての練習授業が、指揮者及び担当教員による集団指導で行われる。
週2回（計8時限）の通常授業に加え、必要に応じ演奏会前の臨時練習が行われる。主な演奏会は、前後期各1回の定期演奏会、入学式の
演奏、小平、立川市内の中学生等を対象とした音楽鑑賞教室、大学院オペラ等である。

１　ガイダンス
２　音楽鑑賞教室への導入
３　全体リハーサル①
４　管打分奏、弦分奏①譜読み前半
５　管打分奏、弦分奏②譜読み後半
６　全体リハーサル②
７　音楽鑑賞教室への仕上げ
８　音楽鑑賞教室への総練習
９　音楽鑑賞教室Ａゲネプロ
１０　音楽鑑賞教室Ａ演奏会
１１　音楽鑑賞教室Ｂゲネプロ
１２　音楽鑑賞教室Ｂ演奏会
１３　音楽鑑賞教室Ｃゲネプロ
１４　音楽鑑賞教室Ｃ演奏会
１５　音楽鑑賞教室Ｄゲネプロ
１６　佐藤財団演奏会ゲネプロ
１７　佐藤財団演奏会
１８　前期定期演奏会への導入
１９　全体リハーサル①譜読み
２０　全体リハーサル②曲想確認
２１　管打分奏、弦分奏①譜読みの確認前半
２２　管打分奏、弦分奏②譜読みの確認後半
２３　全体リハーサル③指揮の見方の演習
２４　全体リハーサル④アンサンブルの確認
２５　前期定期演奏会への仕上げ①技術的
２６　前期定期演奏会への仕上げ②音楽的
２７　前期定期演奏会への総練習①歴史的観点から曲想をとらえる。
２８　前期定期演奏会への総練習②精神的観点から表現力を身につける。
２９　前期定期演奏会への総練習③上記すべての観点を確認する。
３０　前期定期演奏会

◆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。

◆成績評価の方法◆

演奏会への出演、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）◆



・ヴァイオリン科履修生は、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。
・出演しない履修生も定期演奏会の聴講を義務とする。
・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。

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 火３,火４,金３,金４ 単位数 2単位

備考

管弦楽Ⅷ

中島　大之, 三戸　誠, 山川　奈緒子, 永峰　高志

◆授業目標◆

管弦楽Ⅴ～Ⅷは，既にオーケストラの基礎的な経験を積んだ3S,4S合同のオーケストラ実習授業である。
音楽大学の標榜（表紙）とも言える管弦楽を研究し発表することで、演奏能力及び演奏家としての人間性、社会性を習得することを目標とす
る。

◆授業内容・計画◆

定められた演奏会を目標としての練習授業が、指揮者及び担当教員による集団指導で行われる。
週2回（計8時限）の通常授業に加え、必要に応じ演奏会前の臨時練習が行われる。主な演奏会は、前後期各1回の定期演奏会、入学式の
演奏、小平、立川市内の中学生等を対象とした音楽鑑賞教室、大学院オペラ等である。

１　オペラへの導入
２　オーケストラ全体リハーサル①全曲のイメージをとらえる。
３　オーケストラ分奏①譜読み前半
４　オーケストラ分奏②譜読み後半
５　オーケストラ全体リハーサル②全曲のイメージ確認
６　歌入りリハーサル①歌手とのアンサンブル演習
７　歌入りリハーサル②歌手とのアンサンブル確認
８　舞台稽古①オーケストラピットでの奏法の会得
９　舞台稽古②オーケストラピットでのステージとのアンサンブル演習
１０　総練習
１１　オペラゲネプロ①演習
１２　オペラゲネプロ②確認
１３　オペラ公演①１日目
１４　オペラ公演②２日目
１５　後期定期演奏会への導入
１６　全体リハーサル①全曲のイメージをとらえる前半
１７　全体リハーサル②全曲のイメージをとらえる後半
１８　管打分奏、弦分奏①譜読み前半
１９　管打分奏、弦分奏②譜読み後半
２０　全体リハーサル③全曲のイメージ確認
２１　全体リハーサル④指揮の見方の演習
２２　後期定期演奏会への仕上げ①アンサンブルの確認
２３　後期定期演奏会への仕上げ②技術的
２４　後期定期演奏会への総練習①音楽的
２５　後期定期演奏会への総練習②歴史的観点から曲想をとらえる。
２６　後期定期演奏会への総練習③精神的観点から表現力を身につける。
２７　後期定期演奏会
２８　現代音楽作品研究への導入
２９　現代音楽作品研究
３０　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◆

演奏会への出演、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）◆



・ヴァイオリン科履修生は、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。
・出演しない履修生も定期演奏会の聴講を義務とする。
・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。

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 木３,木４,木５ 単位数 2単位

備考

吹奏楽Ⅶ

福田　隆, 山本　英助, 武田　忠善

◆授業目標◆

ブラスオルケスターの大編成による合奏を通して、アンサンブルのスキルを高めるとともに、出演の有無にかかわらず、演奏会実現のための
様々な役割を果たすことで、プロの演奏者及び吹奏楽指導者としての資質を磨く。

◆授業内容・計画◆

第１回　吹奏楽Ⅶの進め方と内容の確認
第２回　小平市中学校音楽鑑賞教室に向けた譜読み
＜小平市中学校音楽鑑賞教室プログラム＞①ルスランとリュドミラ序曲/グリンカ　②スーザに敬礼/スーザ：ハンスバーガー編　③スター
ウォーズ　トリロジー/J.ウィリアムズ：ハンスバーガー編　他
第３回　音楽鑑賞教室の演奏曲の合奏の基礎
第４回　音楽鑑賞教室の演奏曲の合奏の質の向上
第５回　音楽鑑賞教室の演奏曲の通しと表現の確認
第６回　音楽鑑賞教室における中学生へ伝わる演奏
第７回　定期演奏会の演奏曲の譜読み
＜定期演奏会プログラム＞①ルスランとリュドミラ序曲/ グリンカ　②牧神の午後への前奏曲 / ドビュッシー
③ティルオイレンシュピーゲルの愉快ないたずら / Ｒ.シュトラウス　④幻想交響曲/ ベルリオーズ
第８回　定期演奏会の演奏曲①、②の合奏の基礎を作る
第９回　定期演奏会の演奏曲③、④、⑤の合奏の基礎を作る
第10回　定期演奏会の演奏曲①、②の合奏の質を高める
第11回　定期演奏会の演奏曲③、④、⑤の合奏の質を高める
第12回　定期演奏会の演奏曲③、④、⑤の演奏の深化
第13回　定期演奏会の演奏曲①、②の演奏の深化
第14回　ブーランジェ先生を迎えてブラスオルケスター定期演奏会
第15回　定期演奏会の振り返り

◆準備学習の内容◆

参考音源を聴いておくこと。また、スコア・リーディングや自分のパートの練習を十分行って授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

※いずれの授業でも、次の力を高めるよう、自ら進んで工夫をすること。
・楽譜を読む力
・音を聴く力
・考えて演奏する力
・心を通して演奏する力
※履修生で、当該演奏会に出演しない者も、演奏会及びリハーサルの見学を積極的に行い、演奏表現の工夫や演奏会開催のための多様
な仕事を学ぶこと。

授業や演奏会への取り組み状況によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

演奏会で演奏する楽譜（パート譜を貸し出すので、きれいに使用すること）。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 木３,木４,木５ 単位数 2単位

備考

吹奏楽Ⅷ

福田　隆, 山本　英助, 武田　忠善

◆授業目標◆

ウィンド・アンサンブルの柔軟な編成を通して、多様なアンサンブルのスキルを高めるとともに、出演の有無にかかわらず、演奏会実現のた
めの様々な役割を果たすことで、プロの演奏者及び吹奏楽指導者としての資質を磨く。

◆授業内容・計画◆

第１回　吹奏楽Ⅷの進め方と佐藤財団コンサート演奏曲の譜読み
＜佐藤財団コンサートプログラム＞曲目未定
第２回　佐藤財団コンサート演奏曲のまとめの演奏
第３回　定期演奏会に向けての譜読み
＜定期演奏会プログラム＞曲目未定
第４回　定期演奏会の演奏曲①、②、③の合奏の基礎を作る
第５回　定期演奏会の演奏曲④、⑤、⑥の合奏の基礎を作る
第６回　定期演奏会の演奏曲②、③の合奏の質を高める
第７回　定期演奏会の演奏曲⑤、⑥の合奏の質を高める
第８回　定期演奏会の演奏曲①、②、③の演奏表現の工夫
第９回　定期演奏会の演奏曲⑤、⑥の演奏表現の工夫
第10回　定期演奏会の演奏曲⑥の分奏
第11回　定期演奏会の演奏曲②、③の分奏
第12回　定期演奏会の演奏曲②、③、⑤、⑥のまとめの演奏
第13回定期演奏会に向けてスキャッタデイ先生を迎えてのまとめの演奏
第14回シンフォニック　ウィンド　アンサンブル定期演奏会
第15回　定期演奏会の振り返り

◆準備学習の内容◆

参考音源を聴いておくこと。また、スコア・リーディングや自分のパートの練習を十分行って授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

※いずれの授業でも、次の力を高めるよう、自ら進んで工夫をすること。
・楽譜を読む力
・音を聴く力
・考えて演奏する力
・心を通して演奏する力
※履修生で、当該演奏会に出演しない者も、演奏会及びリハーサルの見学を積極的に行い、演奏表現の工夫や演奏会開催のための多様
な仕事を学ぶこと。

授業や演奏会への取り組み状況によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

演奏会で演奏する楽譜（パート譜を貸し出すので、きれいに使用すること）。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3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 2単位

備考

SWL475N

室内楽作品研究Ａ

神保　夏子

◆授業目標◆

近代フランスの室内楽作品についての知識と関心を深め、レパートリーを拡充する。

◆授業内容・計画◆

19世紀末から20世紀前半にかけてフランスで生み出された様々な室内楽作品を、概ね年代順に取り上げる。授業の前半では担当教員が各
回のテーマについての講義を行い、後半では受講者が関連作品（もしくはその一部）を試演する。大まかなスケジュールは下記の通りである
が、扱う楽曲については、受講者の専攻や人数に鑑みて柔軟に対応する。

第1回  ガイダンス
第2回  19～20世紀フランスにおける室内楽の創作と文化（講義）
第3回  フランクの室内楽曲
第4回  サン＝サーンスの室内楽曲
第5回  フォーレの室内楽曲（１）二重奏作品を中心に
第6回  フォーレの室内楽曲（２）三重奏以上の編成の作品を中心に
第7回  ショーソンの室内楽曲
第8回  ドビュッシーの室内楽曲（１）弦楽四重奏曲ほか
第9回  ドビュッシーの室内楽曲（２）ソナタ
第10回  ピエルネの室内楽曲
第11回  ラヴェルの室内楽曲（１）二重奏作品を中心に
第12回  ラヴェルの室内楽曲（２）ピアノ三重奏曲
第13回  ミヨーの室内楽曲
第14回  プーランクの室内楽曲
第15回  総括

◆準備学習の内容◆

試演を担当する作品については、グループで事前に十分に準備すること。

◆成績評価の方法◆

初回のガイダンスでグループ分けと曲目を決定するので、必ず出席すること。

平常点（授業態度、演習への貢献）とレポートにより総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

『フランス音楽史』今谷和徳・井上さつき著（春秋社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 N-135 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

SWL476N

室内楽作品研究Ｂ

久元　祐子

◆授業目標◆

アンサンブルは音楽の原点であると同時に、ソロの演奏者は、ほかの楽器とともに存在することによって感性を研ぎ澄まされ、それぞれの作
品に対する理解が深まる。この講座では、「アンサンブル」の醍醐味を味わう上でのアプローチとともに、室内楽作品の演習を通じて、より完
成度の高い室内楽演奏を目指す。今期の授業では、モーツァルトの室内楽作品（ピアノを含む作品）を研究する。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス
第2回　モーツァルト時代の楽器、調律についての理解
第3回　モーツァルト：ピアノと管楽の室内楽作品～楽曲分析～
第4回　モーツァルト：ピアノと管楽の室内楽作品～解釈～
第5回　モーツァルト：ピアノと管楽の室内楽作品～演習～
第6回　モーツァルト：ピアノと管楽の室内楽作品～仕上げ～
第7回　モーツァルト・フリューゲル試演
第8回　モーツァルト：ピアノと弦楽の室内楽～楽曲分析～
第9回　モーツァルト：ピアノと弦楽の室内楽～解釈～
第10回　モーツァルト：ピアノと弦楽の室内楽～演習～
第11回　モーツァルト：ピアノと弦楽の室内楽～仕上げ～
第12回　モーツァルト・フリューゲルを用いての演習
第13回　公開演奏のためのリハーサルとディスカッション
第14回　公開演奏
第15回　総括と評価

◆準備学習の内容◆

各自、それぞれの作品について研究し、担当の曲を演奏できるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

初回のガイダンスにおいて、演習担当の曲を決定する。

授業における参画意欲と演習の達成度、レポートなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

「バイオリン奏法」レオポルト・モーツァルト（全音楽譜出版）
「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）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＣ

永峰　高志

◆授業目標◆

基礎アンサンブルI～IV、上級アンサンブルＡ/Ｂで培った弦楽合奏の基礎学習と演奏経験を踏まえ、更に合奏能力の向上を目指す。 アンサ
ンブルの指導法を併せて学ぶ。

◆授業内容・計画◆

(1)オリエンテーション
(2)まずは個々の読譜の結果を合奏として体験する。
(3)(2)の結果を基に各個人の奏法等について検討を始める。
(4)各個人の奏法等についての検討を続ける。
(5)(4)までの結果に従い、個々の奏法の修正等を行う。
(6)引き続き個々の奏法の修正等を行う。
(7)(6)までの成果によっては、表現と奏法との関連を学ぶ。
(8)音楽表現における語法・文法の基礎的部分を経験する。
(9)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。
(10)表現を他の奏者と共有すること。演奏者相互の意見交換を積極的に行う。
(11)他のパートを聴く=歌いながら弾くことを習慣づける。
(12)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。
(13)上記(2)~(6)までの内容の反復。
(14)上記(7)~(11)までの内容の反復。
(15)まとめ

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◆

各曲の初回練習時までに、譜読みその他準備を完了しておくこと。（3〜6時間程度）

◆成績評価の方法◆

ヴァイオリン専攻の履修生は交代でヴィオラを担当することがある。

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）◆

リュートの為の古代舞曲とアリア第３番（レスピーギ）
弦楽セレナーデ（ドヴォルジャーク）
弦楽のための組曲（ヤナーチェク）
弦楽のための交響曲（メンデルスゾーン）
その他より選曲する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-135 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Ｃ

大和田　智彦

◆授業目標◆

アンサンブルＡＢに準じアンサンブルの形態奏法を考える。アンサンブル内で客観的立場を、聴き考える。幅広い楽器の特性を理解する

◆授業内容・計画◆

クラリネットを含む古典作品でアンサンブルの基本を学ぶ。

自分の演奏をアンサンブルの中で客観的に聴く練習及び訓練とその中での奏法技法を考える。

また、クラリネットアンサンブル等を利用し、さまざまなアンサンブル形態を創造し、楽曲分析や編曲方法などを研究する。

授業計画

・前期のテーマを決め、選曲し、楽曲背景などを調査検討し、演奏形態を考えながら実験等を行う。

・関連のある楽曲や、作曲者、アイデアなどをまとめる。

・実験的な編曲や演奏を取り入れて検証する。

・研究成果の発表として演奏会を行う。

1 ガイダンス、打合せ、選曲
2 クラリネットアンサンブル曲i 前半
3 クラリネットアンサンブル曲i 後半
4 クラリネットアンサンブル曲i 通し演奏
5 クラリネットアンサンブル編曲実習 前半
6 クラリネットアンサンブル編曲実習 後半
7 クラリネットアンサンブル曲ii 前半
8 クラリネットアンサンブル曲ii 後半
9 クラリネットアンサンブル曲ii 通し演奏
10 木管三重奏i(トリオダンシュ、ピアノ三重奏等) 前半
11 木管三重奏i(トリオダンシュ、ピアノ三重奏等) 後半
12 木管三重奏i(トリオダンシュ、ピアノ三重奏等) 通し演奏
13 木管三重奏ii(トリオダンシュ、ピアノ三重奏等) 前半
14 木管三重奏ii(トリオダンシュ、ピアノ三重奏等) 後半
15 木管三重奏ii(トリオダンシュ、ピアノ三重奏等) 通し演奏

◆準備学習の内容◆

主体的、積極的に試みること。

演奏曲については様々なタイプの演奏を聞いて、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い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◆

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）◆

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◆



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。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＣ

滝上　典彦

◆授業目標◆

サクソフォーンアンサンブルを通して、サクソフォーンの得意と特異を体感し、サクソフォーンの表現充実を考察する。
レパートリー拡充、他楽器とのアンサンブルを想定したサクソフォーン演奏表現等、考察する。
３・４学年共通して、演奏時のコミュニケーションの安定と向上と、上位学年の高次な意識と基礎力を元に、緻密なアンサンブルの実習を図
る。プログラム構成し研究発表実習する。

◆授業内容・計画◆

音質の均質・音程感覚・ダイナミクスなどのバランス感覚を考察
アンサンブル作品・オーケストラスタディ研究
古典的な作品を通しての奏法研究
現代奏法の考察
実践的な演奏機会を想定したアンサンブルの発表
構成の細やかな仕組みを持つオリジナル作品または編曲作品を用い実習・研究
レパートリー拡充の為の選曲と探索
"同族楽器または他の楽器とのアンサンブルを実習・研究
協奏曲のソリスト実習"
"アンサンブルの発表
編成・曲目選択・内容は履修者状況により変動する。"
前・後期、3・4S共通

進行予定
第１回  授業進行・内容説明、履修者全体アンサンブル予行
第２回  近代オリジナル作品の演奏(1)、四重奏 デザンクロ、グラズノフ、リュエフなど前半
第３回  近代オリジナル作品の演奏(2)、四重奏 デザンクロ、グラズノフ、リュエフなど後半
第４回  近代オリジナル作品の演奏(3)、四重奏 まとめ
第５回  近代オリジナル小品の初見演奏(1)、四重奏 前半
第６回  近代オリジナル小品の初見演奏(2)、四重奏 後半
第７回  オーケストラスタディ・特殊奏法・現代曲楽譜表記の考察と実習(前)
第８回  自主的選曲によるアンサンブル(1)、二重奏～四重奏 学生の選曲(前年はドビュッシー、マスランカなど) 前半
第９回  自主的選曲によるアンサンブル(2)、二重奏～四重奏 学生の選曲(前年はドビュッシー、マスランカなど) 後半
第１０回  自主的選曲によるアンサンブル(3)、二重奏～四重奏 学生の選曲(前年はドビュッシー、マスランカなど) まとめ
第１１回  協奏曲ソリスト・伴奏 グラズノフまたはイベールの協奏曲
第１２回  ラージアンサンブル ハチャトゥリアン、シュトラウス、オネゲルなど
第１３回  試験前予行演習 前述の四重奏から 前半
第１４回  試験前予行演習 前述の四重奏から 後半
第１５回  まとめと評価、演奏会を想定した演奏試験（第１５回目授業に相当する）

※進行は適宜調整し最適化を図る。
※内容・編成・曲目選択は履修者状況により変動・検討し実施
※内容・課題は変更・追加など随時検討
※前・後期、3・4S共通

◆準備学習の内容◆

事前にパートナーと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◆

授業に対する姿勢、パートナーシップ、理解度、習熟度

◆教科書（使用テキスト）◆

適時に配布または指定



実力を十分に発揮できるように努める。

◆参考図書◆

適時に指示

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 N-121 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＣ

齋藤　充

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＣ

立川　和男

◆授業目標◆

バロックから現代までの作品の合奏実習を通して、和声感覚・バランス感覚・リズム感覚等アンサンブル能力を高めることができる。また、管
弦楽作品におけるフルート重奏パート演奏の感覚も習得することができる。

◆授業内容・計画◆

フルート四重奏の作品（編曲作品も含む）、フルート四重奏によるオペラアリア、管弦楽曲よりフルート重奏パートを取り上げ合奏実習を行
う。曲ごとにメンバーは入れ替わり、互いに演奏を批評し合いながら演奏の質の向上を目指す。曲の編成によっては、ピッコロ、アルトフルー
ト、バスフルート、コントラバスフルートを使用することがある。
　
第　１回　モーツァルト　フルート四重奏によるオペラアリア
第　２回　バッハ　協奏曲より
第　３回　バッハ、ハイドン、ビゼー、ヴェルディ他、管弦楽曲よりフルート重奏パート
第　４回　モーツァルト　弦楽四重奏曲より　第１、２楽章
第　５回　モーツァルト　弦楽四重奏曲より　第３、４楽章
第　６回　グリーグ「ペール・ギュント」
第　７回　ビゼー「アルルの女」第２組曲
第　８回　ジアネッラ　四重奏作品
第　９回　ゲンツマー　四重奏作品　第１～４楽章
第１０回　ゲンツマー　四重奏作品　第５～７楽章
第１１回　ドヴォルザーク　弦楽四重奏曲より　第１、２楽章
第１２回　ドヴォルザーク　弦楽四重奏曲より　第３、４楽章
第１３回　ワルキエ　四重奏作品　第１、２楽章
第１４回　ワルキエ　四重奏作品　第３、４楽章
第１５回　まとめ

◆準備学習の内容◆

第１回と第３回の授業のみ初見により行うが、それ以外の授業では事前にグループ、パート分け及び楽譜の配布を行う。履修生は予め個人
練習、グループごとの合奏練習をした上で授業に出席すること。

◆成績評価の方法◆

特になし

授業に取り組む姿勢とアンサンブルの能力を重視する。

◆教科書（使用テキスト）◆

履修生と相談の上、適時指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０６

講義室 N-325 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Ｃ

坪井　隆明

◆授業目標◆

最終学年として、卒業後の演奏実践にあたり、演奏家としての発信力と受信力の違いを明確に理解し、その事が演奏現場に於いて活かされ
るような技術力、メンタルの強さを修得する。

◆授業内容・計画◆

基本的には３年次より引き続きトリオソナタを中心に進めるが、学生諸君の取り組んでみたい曲がある場合は積極的に取り上げる。
・発信力の増強
　①美しい音色－機械音と「気」の入っている音の違い
　②楽器本体を充分に響かせる－息のため方、流す息の圧力や
　　スピードのコントロール力の理解
　③リードの性格に関して
・受信力の増強
　①平均律と純正調の違い
　②弦楽器の響きの中に溶け込める音色
1)オリエンテーション
2)発信力と受信力についての考察
3)発信力Ａ(メロディの性格)
4)発信力Ｂ(音をどうやって繋げるか)
5)発信力Ｃ(基本-クレッシェンドとディミヌエンド　緊張と弛緩)
6)発信力Ｄ(応用-ディミヌエンドでのテンション)
7)受信力Ａ(音色-姿なき存在感)
8)受信力Ｂ(支えるということ)
9)現在の自分の良い点と足りない点を認識する
10)演奏を取り繕う事の取り捨て(息を入れていかない事の弊害)
11)積極的に間違える事(恥をかくことの重要性)
12)曲のまとめ
13)曲の仕上げ
14)授業内発表会
15)前期のまとめ

◆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◆

常にどのような曲に対しても、自分の感性に問いかける時間をもってもらいたい。

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）◆

履修する楽曲のスコアとパート譜。

◆参考図書◆

演奏の原理　/　ハンス　ペーター　シュミッツ著　シンフォニア刊
よい演奏をするために /　吉田雅夫　著　　       シンフォニア刊

図書館にあります。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０７

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＣ

アンドレ　アンリ

◆授業目標◆

金管楽器によるアンサンブルだけでなく、鍵盤楽器、弦楽器、木管楽器、打楽器など、様々な楽器との組み合わせによるアンサンブル曲を研
究することにより、金管楽器の室内楽における可能性を研究する。

◆授業内容・計画◆

1. オリエンテーション
2.金管アンサンブル　課題確認
3.金管アンサンブル　表現の工夫
4.金管楽器と弦楽器　課題確認
5.金管楽器と弦楽器　表現の工夫
6.金管楽器と木管楽器　課題確認
7.金管楽器と木管楽器　表現の工夫
8.金管楽器と鍵盤楽器　課題確認
9.金管楽器と鍵盤楽器　表現の工夫
10.金管楽器と様々な楽器　課題確認
11.金管楽器と様々な楽器　表現の工夫
12.演奏発表会に向けて　課題確認
13.演奏発表会に向けて　表現の工夫
14.学内演奏発表会
15.ふりかえりにより成果と課題の把握

ＣとＤでは異なる楽曲を扱う
計画と異なる構成や順番となることがある

◆準備学習の内容◆

授業内指示

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取り組み
発表演奏会への出演

◆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◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０９

講義室 N-026 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Ｃ

福田　隆

◆授業目標◆

・基礎アンサンブルI～Ⅳ，上級アンサンブルＡ/Ｂで学び、蓄積されたアンサンブルに関わる全ての事柄を、各個人の中で体系化させ、単な
る知識に終わることなく、生きた知恵として身につける。

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンス
・打楽器アンサンブル学内定期演奏会に向けての授業の中で、1～3年生に対する指導的立場・役割なども認識させる。
第2回打楽器アンサンブル学内演奏会演奏曲1．2．3．4．譜読み
第3回打楽器アンサンブル学内演奏会演奏曲5．6．7．8．譜読み
第4回打楽器アンサンブル学内演奏会演奏曲全曲仕上げ
第5回打楽器アンサンブル学内演奏会の反省と学内研究発表会のガイダンス
第6回打楽器アンサンブル学内研究発表会演奏曲1．2．3．4．譜読み
第7回打楽器アンサンブル学内研究発表会演奏曲5．6．7．8．譜読み
第8回打楽器アンサンブル学内研究発表会演奏曲1．2．3．4．仕上げ
第9回打楽器アンサンブル学内研究発表会演奏曲5．6．7．8．仕上げ
第10回打楽器アンサンブル学内研究発表会
第11回打楽器アンサンブル学内研究発表会の反省と学外定期演奏会のガイダンス
第12回打楽器アンサンブル学外定期演奏会演奏曲1．2．譜読み
第13回打楽器アンサンブル学外定期演奏会演奏曲3．4．譜読み
第14回打楽器アンサンブル学外定期演奏会演奏曲5．6．譜読み
第15回前期のまとめ
・基礎アンサンブルI～Ⅳ，上級アンサンブルＡ/Ｂで学んだ基礎知識・基本的技術が確実に身についているか自己確認させる。

◆準備学習の内容◆

基礎アンサンブルI～Ⅳ，上級アンサンブルＡ/Ｂで学んだ全ての事柄に加え、アンサンブルを円滑に進め、かつ充実させるための方法を、人
間関係も含め、考える習慣を身につける。

◆成績評価の方法◆

平常の授業に対する意欲、取り組み、成果によって評価

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＤ

永峰　高志

◆授業目標◆

前期での目標に加え、更に履修生の自主的なアンサンブルへの取り組みを促す。 指導する立場となった際に必要なことを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

前期の授業を継続すると共に、ここでは履修生が自主的に演奏を仕上げることも試みさせる。

指導者として必要な奏法の知識、および教授法の実践。

(1)オリエンテーション
(2)まずは個々の読譜の結果を合奏として体験する。
(3)(2)の結果を基に各個人の奏法等について検討を始める。
(4)各個人の奏法等についての検討を続ける。
(5)(4)までの結果に従い、個々の奏法の修正等を行う。
(6)引き続き個々の奏法の修正等を行う。
(7)(6)までの成果によっては、表現と奏法との関連を学ぶ。
(8)音楽表現における語法・文法の基礎的部分を経験する。
(9)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。
(10)表現を他の奏者と共有すること。演奏者相互の意見交換を積極的に行う。
(11)他のパートを聴く=歌いながら弾くことを習慣づける。
(12)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。
(13)上記(2)~(6)までの内容の反復。
(14)上記(7)~(11)までの内容の反復。
(15)まとめ

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◆

譜読み等を完了の上、練習に臨むこと。（4時間程度）
同時に、各自が奏法や表現に関する理論的な背景を明確にしておくこと。（2時間程度）

◆成績評価の方法◆

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）◆

弦楽セレナーデ（ドヴォルジャーク）
弦楽セレナーデ（スーク）
大フーガ（ベートーヴェン）
弦楽のための組曲（ヤナーチェク）
弦楽のための交響曲（メンデルスゾーン）
イタリアン・セレナーデ（ヴォルフ）
その他より選曲する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ヴァイオリン専修の履修生は交代でヴィオラを担当することがある。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-128 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Ｄ

大和田　智彦

◆授業目標◆

アンサンブルにおける集大成と捉え、楽曲の構築方法から、練習段階、本番演奏における自己主張の在り方を考え、指導、指摘方法等も探
る。

◆授業内容・計画◆

クラリネットを含む古典作品及びロマン派作品でアンサンブルの基本を学ぶ。

自分の演奏をアンサンブルの中で客観的に聴く練習及び訓練とその中での奏法技法を考える。

また、クラリネットアンサンブル等を利用し、さまざまなアンサンブル形態を創造し、楽曲分析や編曲方法などを研究する。

授業計画

・後期のテーマを決め、選曲し、楽曲背景などを調査検討し、演奏形態を考えながら実験等を行う。

・関連のある楽曲や、作曲者、アイデアなどをまとめる。

・実験的な編曲や演奏を取り入れて検証する。

・研究成果の発表として演奏会を行う。

1 ガイダンス、打合せ、選曲
2 木管アンサンブルi(四重奏～) 前半
3 木管アンサンブルi(四重奏～) 後半
4 木管アンサンブルi(四重奏～) 通し演奏
5 木管アンサンブルii(四重奏～) 前半
6 木管アンサンブルii(四重奏～) 後半
7 木管アンサンブルii(四重奏～) 通し演奏
8 アンサンブル編曲実習 前半
9 アンサンブル編曲実習 後半
10 クラリネットアンサンブル公開演奏練習 前半
11 クラリネットアンサンブル公開演奏練習 後半
12 クラリネットアンサンブル公開演奏練習 通し演奏前半
13 クラリネットアンサンブル公開演奏練習 通し演奏後半
14 公開演奏
15 総括と評価

◆準備学習の内容◆

主体的、積極的に試みること。

演奏曲については様々なタイプの演奏を聞いて、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い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◆

授業への取り組みにより評価する。

◆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◆



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。

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。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-028 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＤ

滝上　典彦

◆授業目標◆

サクソフォーンアンサンブルを通して、サクソフォーンの得意と特異を体感し、サクソフォーンの表現充実を考察する。
レパートリー拡充、他楽器とのアンサンブルを想定したサクソフォーン演奏表現等、考察する。
３・４学年共通して、演奏時のコミュニケーションの安定と向上と、上位学年の高次な意識と基礎力を元に、緻密なアンサンブルの実習を図
る。プログラム構成し研究発表実習する。

◆授業内容・計画◆
音質の均質・音程感覚・ダイナミクスなどのバランス感覚を考察
アンサンブル作品・オーケストラスタディ研究
古典的な作品を通しての奏法研究
現代奏法の考察
実践的な演奏機会を想定したアンサンブルの発表
構成の細やかな仕組みを持つオリジナル作品または編曲作品を用い実習・研究
レパートリー拡充の為の選曲と探索
"同族楽器または他の楽器とのアンサンブルを実習・研究
協奏曲のソリスト実習"
"アンサンブルの発表
編成・曲目選択・内容は履修者状況により変動する。"
前・後期、3・4S共通

進行予定
第１回  授業進行・内容説明、履修者全体アンサンブル予行
第２回  二重奏・三重奏(1) ヒンデミット、デュボワなど 前半
第３回  二重奏・三重奏(2) ヒンデミット、デュボワなど 後半
第４回  二重奏・三重奏(3) ヒンデミット、デュボワなど まとめ
第５回  近代オリジナル作品の演奏(1)、四重奏、自主的選曲 例としてシモニ、アプシル、リュエフなど 前半
第６回  近代オリジナル作品の演奏(2)、四重奏、自主的選曲 例としてシモニ、アプシル、リュエフなど 後半
第７回  近代オリジナル作品の演奏(3)、四重奏、自主的選曲 例としてシモニ、アプシル、リュエフなど まとめ
第８回  オーケストラスタディ・特殊奏法・現代曲楽譜表記の考察と実習(後)
第９回  ラージアンサンブル(1) 前期で行った曲の再構成、または別曲 前半
第１０回  ラージアンサンブル(2) 前期で行った曲の再構成、または別曲 後半
第１１回  ラージアンサンブル(3) 前期で行った曲の再構成、または別曲 まとめ
第１２回  協奏曲ソリスト・伴奏 グラズノフまたはイベールの協奏曲
第１３回  試験前予行演習 前述の曲で行う 前半
第１４回  試験前予行演習 前述の曲で行う 後半
第１５回  まとめと評価、演奏会を想定した演奏試験（第１５回目授業に相当する）

※進行は適宜調整し最適化を図る。
※内容・編成・曲目選択は履修者状況により変動・検討し実施
※内容・課題は変更・追加など随時検討
※前・後期、3・4S共通

◆準備学習の内容◆

事前にパートナーと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◆

平常の授業への取り組み姿勢、パートナーシップ、理解度、習熟度

◆教科書（使用テキスト）◆

適時に配布または指定



実力を十分に発揮できるように努める。

◆参考図書◆

適時に指示

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 N-121 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＤ

齋藤　充

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 N-135 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＤ

立川　和男

◆授業目標◆

フルートアンサンブルの演奏会等で演奏される機会の多い、近・現代のフルート四重奏オリジナル作品に精通し、さらに高度なアンサンブル
能力を身につけることができる。

◆授業内容・計画◆

初回の授業は、フルート四重奏版でボレロ全曲を合奏する。もし可能であれば、打楽器の学生によるスネアドラムとの合奏を体験する。２回
目以降は、近・現代のフルート四重奏オリジナル作品より代表的なものを選び、合奏実習を行う。曲ごとにメンバーは入れ替わり、互いに演
奏を批評し合いながら演奏の質の向上を目指す。ボレロでは４パート全てピッコロ持ち替え、他の作品でもピッコロ、アルトフルート、バスフ
ルートを使用することがある。
第　１回　ラヴェル　ボレロ
第　２回　モーリス　四重奏作品　第１～３曲
第　３回　モーリス　四重奏作品　第４～６曲
第　４回　ラウバー　四重奏作品　第１～３曲
第　５回　ラウバー　四重奏作品　第４、５曲
第　６回　ショッカー　四重奏作品
第　７回　デュファイ　四重奏作品　第１～３曲
第　８回　デュファイ　四重奏作品　第４～６曲
第　９回　ヒエコ　四重奏作品
第１０回　ロレンツォ　四重奏作品　前半
第１１回　ロレンツォ　四重奏作品　後半
第１２回　ボザ　四重奏作品
第１３回　ポーボン　四重奏作品　第１、２楽章
第１４回　ポーボン　四重奏作品　第３、４楽章
第１５回　まとめ

◆準備学習の内容◆

履修生は、毎回事前の個人練習及びグループごとの合奏練習を行った上で、授業に出席すること。合奏練習時間の目安としては、３０分〜
６０分程度が望ましい。

◆成績評価の方法◆

特になし

平常の授業に取り組む姿勢とアンサンブルの能力を重視する。

◆教科書（使用テキスト）◆

履修生と相談の上、適時指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０６

講義室 N-325 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Ｄ

坪井　隆明

◆授業目標◆

最終学年として、卒業後の演奏実践に当たり、演奏家としての発信力と受信力の違いを明確に理解し、その事が演奏現場に於いて活かされ
るような技術力、メンタルの強さを修得する。

◆授業内容・計画◆
前期に行ったことを反復しながら後期では
・ステージ上でのメンタル面に関して考察
　①緊張と不安
　②なぜそういう事が起こるのか
　③緊張時の体の状態
　④打開策
・授業内発表会の開催
　①演奏者自身の評価と聴衆側の意見
　②良いと思われる点は伸ばす（自信を持つ）
　③悪いと思われる点は―なぜそうなるのか、なぜそうなって
　　しまったのか全員でディスカッションを行う。

 作品A
1) リハーサル１（音だし→全体像の把握→問題点の認識）
　　　　　　　〈次回の授業までに問題点の解決のための合わせが必要〉

2)リハーサル２（楽曲分析→フレーズの感じ方の統一）

3)作品A 授業内発表会（演奏側と聴衆側のディスカッション）

 作品B
4) リハーサル１（音だし→全体像の把握→問題点の認識）
 　　　　　　　〈前回と重なる　或いは違う問題点はあるか？〉

5) リハーサル２（楽曲分析→フレーズの感じ方の統一）

6)作品B 授業内発表会（演奏側と聴衆側のディスカッション）

 作品C
7) リハーサル１（音だし→全体像の把握→問題点の認識）
　　　　　　　〈 前回　前々回　と共通する問題点があるならそこはポイント）

8) リハーサル２（楽曲分析→フレーズの捉え方の考察）

9) リハーサル３（本番に向かうために）

◆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◆

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）◆

履修する楽曲のスコアとパート譜。

◆参考図書◆



楽器で音を出す前に譜面を心で読み、自分はどう演奏したいのか、常に自分自身に問いかけて欲しい。

演奏の原理　/　ハンス　ペーター　シュミッツ著　シンフォニア刊
よい演奏をするために /　吉田雅夫　著　         シンフォニア刊

図書館にあります。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０７

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

アンサンブルＤ

アンドレ　アンリ

◆授業目標◆

金管楽器によるアンサンブルだけでなく、鍵盤楽器、弦楽器、木管楽器、打楽器など、様々な楽器との組み合わせによるアンサンブル曲を研
究することにより、金管楽器の室内楽における可能性を研究する。

◆授業内容・計画◆

1. オリエンテーション
2.金管アンサンブル　課題確認
3.金管アンサンブル　表現の工夫
4.金管楽器と弦楽器　課題確認
5.金管楽器と弦楽器　表現の工夫
6.金管楽器と木管楽器　課題確認
7.金管楽器と木管楽器　表現の工夫
8.金管楽器と鍵盤楽器　課題確認
9.金管楽器と鍵盤楽器　表現の工夫
10.金管楽器と様々な楽器　課題確認
11.金管楽器と様々な楽器　表現の工夫
12.演奏発表会に向けて　課題確認
13.演奏発表会に向けて　表現の工夫
14.学内演奏発表会
15.ふりかえりにより成果と課題の把握

ＣとＤでは異なる楽曲を扱う
計画と異なる構成や順番となることがある

◆準備学習の内容◆

授業内指示

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取り組み
発表演奏会への出演

◆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◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０９

講義室 N-026 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Ｄ

福田　隆

◆授業目標◆

基礎アンサンブルI～Ⅳ，上級アンサンブルＡ/Ｂ，アンサンブルＣの集大成として、アンサンブル技能のさらなる洗練と演奏家としての自己確
立を目指す。

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンス
第2回打楽器アンサンブル学外演奏会演奏曲1．2．3．4．譜読み
第3回打楽器アンサンブル学外演奏会演奏曲5．6．7．8．譜読み
第4回打楽器アンサンブル学外演奏会演奏曲全曲仕上げ
第5回打楽器アンサンブル学外演奏会の反省と学内研究発表会のガイダンス
第6回打楽器アンサンブル学内研究発表会演奏曲1．2．3．4．譜読み
第7回打楽器アンサンブル学内研究発表会演奏曲5．6．7．8．譜読み
第8回打楽器アンサンブル学内研究発表会演奏曲1．2．3．4．仕上げ
第9回打楽器アンサンブル学内研究発表会演奏曲5．6．7．8．仕上げ
第10回打楽器アンサンブル学内研究発表会
第11回打楽器アンサンブル学内研究発表会の反省
第12回打楽器アンサンブルの歴史考察　課題曲１を通して
第13回打楽器アンサンブルの指導法　課題曲２を通して
第14回日本の打楽器アンサンブルの現状について
第15回後期のまとめ
・基礎アンサンブルI～Ⅳ，上級アンサンブルＡ/Ｂ，アンサンブルＣで学んだ基礎知識・基本的技術が確実に身についているか自己確認させ
る。

◆準備学習の内容◆

基礎アンサンブルI～Ⅳ，上級アンサンブルＡ/Ｂ，アンサンブルＣで学んだ全ての事柄に加え、アンサンブルを円滑に進め、かつ充実させる
ための方法を、人間関係も含め、考える習慣を身につける。

◆成績評価の方法◆

平常の授業に対する意欲、取り組み、成果により評価

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4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

ジャズ専門実技Ⅶ

（Ｊ）

◆授業目標◆

３年間で習得した知識と技術を更に発展させ、即興演奏・伴奏を確実なものにする。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　ジャズ専門実技Ⅵの復習と課題の確認
第３回　自己の奏法を見つめ直す　美しい音色のために
第４回　フォース・インターバル
第５回　フォース・サイクル
第６回　フォースを用いたアイデアの発展
第７回　クロマチック・スケール
第８回　クロマチック的アプローチ
第９回　コルトレーン・チェンジ：Giant Steps
第10回　コルトレーン・チェンジ：Count Down
第11回　コルトレーン・チェンジ：その他の楽曲
第12回　ブルース：12 Keys
第13回　ブルース（ビバップ・チェンジ）：12 keys
第14回　スロー・ブルース
第15回　ジャズ専門実技Ⅶ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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 8単位

備考

ジャズ専門実技Ⅷ

（Ｊ）

◆授業目標◆

３年間で習得した知識と技術を更に発展させ、即興演奏・伴奏を確実なものにする。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　ジャズ専門実技Ⅶの復習と課題の確認
第３回　ボサノバ：歴史とその音楽
第４回　ボサノバ：レパートリー
第５回　課題曲１：曲のアナリーゼとそれに基づくアイデアの構築
第６回　課題曲１：より自由な演奏のために
第７回　課題曲２：曲のアナリーゼとそれに基づくアイデアの構築
第８回　課題曲２：より自由な演奏のために
第９回　奏法上の問題点の克服
第10回　デュエット：聴き合う
第11回　デュエット：混じる
第12回　課題曲３：曲の背景を知る
第13回　課題曲３：演奏表現を広げる
第14回　課題曲３：仕上げ
第15回　ジャズ専門実技のまとめ

◆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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 6-110 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

JZS427N

ジャズ・アンサンブルⅦ

小曽根　真

◆授業目標◆

通常のメロディーやハーモニーを用いた楽曲ではなく、全て即興による演奏をする場合の楽曲全体の構成力を養う。過去に学習したジャズ
におけるコール&レスポンス法を応用し、フリースタイルの即興演奏において演奏家どうしの会話能力を高める。

◆授業内容・計画◆

授業内容は下記の様に分担して行います。

　小曽根　真
第１回：　　全くゼロからのセッションの創作方法　モード奏法を用いて
第５回：　　全くゼロからのセッションの創作方法　テンポ無し、フリースタイルを用いて
第９回：　　全くゼロからのセッションの創作方法　フリースタイルにおいてコール&レスポンスの実践
第１３回：　前期のまとめの授業　演奏と伴奏の両方においての即興性の向上（授業）

　井上　智
第２回：　　スタンダードのイントロ、エンディング手法
第３回：　　スタンダード曲の即興での構成方法
第４回：　　スタンダードの即興アレンジ法

第６回：　　リズムセクションの伴奏レイアウト　テンポの設定された曲を用いての伴奏法
第７回：　　リズムセクションの伴奏レイアウト　フリースタイルにおいての伴奏法
第８回：　　管楽器のみによる即興カウンターポイント演奏法

第１０回：　即興でガイドラインを作る（その１／スイング、バラード）
第１１回：　即興でガイドラインを作る（その２／ラテン）
第１２回：　即興でハーモナイズされたガイドラインを作る。

第１４回：　前期のまとめの授業　演奏と伴奏の両方においての即興性の向上（実践する）
第１５回：　まとめ

◆準備学習の内容◆

演奏予定の曲を、色んなアーティストの演奏を聞いてそれぞれのスタイルの違いや伴奏方法などを細かく研究、習得する事。

予習必須の授業です。

◆成績評価の方法◆

クラス内に於ける実技、授業受講態度で評価

◆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◆



ジャズという音楽は個性を表現するものとよく言われます。しかし、人間として成長度と全く同じであり、中途半端な評論家や音楽関係者達は
人生経験のない若い音楽家達に無理に個性を要求したりと無責任極まり無い行動をとる場合が頻繁にあります。

このクラスで学習して欲しい事は、人間の個性などは自分で意識して「これが僕のスタイルです」などと、簡単に出来るものではないと言う
事。そこに到達するまでに、幾万もの言葉や表現方法、そして何よりも大切な他の音楽家と交流する為のコミュニケーション方を習得すること
です。それには、この世に生まれた全ての人間が母国語を学習する様に、模倣から始まり、他の人を敬い、少しずつ自分という人間を知って
行く事が大切です。音楽、特にジャズという音楽はそれをストレートに教えてくれます。

この部分がクリアに、そして謙虚に理解出来れば一生ジャズミュージシャンとして成長し続けることが出来るでしょう。音楽と真正面から謙虚
に向き合えば、音楽が本物の自信を与えてくれます。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 6-110 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

JZS428N

ジャズ・アンサンブルⅧ

小曽根　真

◆授業目標◆

フリースタイルにおいて複雑なハーモニーやリズムを即興で読み取る力を習得する。即興演奏の基  本理念を再認識するために、よりシンプ
ルな演奏方法を用いて内容が深く複雑な意味のある音楽を  表現する力を養うこと。

◆授業内容・計画◆

授業内容は下記の様に分担して行います。

　小曽根　真
第１回：　　ゼロからのセッションの創作方法　一人ずつ自由にソロを演奏し、リレー方式で演奏する
第５回：　　アドバンス・アンサンブル　複雑なハーモニー構成の曲においての即興
第９回：　　アドバンス・アンサンブル　複雑な楽曲を初見で演奏
第１３回：　コンサート、ライブにおけるセットリスト作成

　井上　智
第２回：　　コードではなく音程で作りあげるハーモニー
第３回：　　フリージャズの演奏方法（基本／インテンポ）
第４回：　　フリージャズの演奏方法（応用／フリーテンポ）

第６回：　　曲の世界感にあったボキャブラリー（R＆B等）
第７回：　　曲の世界感にあったボキャブラリー（ラテン等）
第８回：　　クラシカルなラインのアプローチ

第１０回：　その場で作ったモチーフで即興　メロディーベースでモチーフを作成する
第１１回：　その場で作ったモチーフで即興　ハーモニーベースでモチーフを作成する
第１２回：　その場で作ったモチーフで即興　リズムベースでモチーフを作成する

第１４回：　生徒の選択曲による発表会
第１５回：　まとめ

◆準備学習の内容◆

演奏予定の曲を、色んなアーティストの演奏を聞いてそれぞれのスタイルの違いや伴奏方法などを細かく研究、習得する。

予習必須の授業です。

◆成績評価の方法◆

授業内での実技、そして受講態度で評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて作成します。

REAL BOOK

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ジャズという音楽は個性を表現するものとよく言われます。しかし、人間として成長度と全く同じであり、中途半端な評論家や音楽関係者達は
人生経験のない若い音楽家達に無理に個性を要求したりと無責任極まり無い行動をとる場合が頻繁にあります。

このクラスで学習して欲しい事は、人間の個性などは自分で意識して「これが僕のスタイルです」などと、簡単に出来るものではありません。
そこに到達するまでに、幾万もの言葉や表現方法、そして何よりも大切な他の音楽家と交流する為のコミュニケーション方を習得することで
す。それには、この世に生まれて全ての人間が母国語を学習する様に、模倣から始まり、他の人を敬い、少しずつ自分という人間を知って行
く事が大切です。音楽、特にジャズという音楽はそれをストレートに教えてくれます。

この部分がクリアに、そして謙虚に理解出来れば一生ジャズミュージシャンとして成長し続けることが出来るでしょう。音楽と真正面から謙虚
に向き合う事で、音楽が本物の自信を与えてくれます。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 6-110 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

JZS431N

ビッグバンドＧ

中川　英二郎, 奥村　晶

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 6-110 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

JZS432N

ビッグバンドＨ

中川　英二郎, 奥村　晶

◆授業目標◆

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、各セクションごとに決めておくことを譜面に書起す方法を学びます。
２、楽譜上に引き継がなければいけない情報を書く方法を学びます。
３、譜面とマイクの位置関係を学びます。
４、様々な楽譜を理解する為に、過去の有名作品のオリジナル楽譜を見て学びます。
５、屋外で演奏するときと屋内で演奏する技術的ものを学びます。
６、３０年代のビックバンドの代表曲を題材に学びます。
７、４０年代のビックバンドの代表曲を題材に学びます。
８、５０年代のビックバンドの代表曲を題材に学びます。
９、６０年代のビックバンドの代表曲を題材に学びます。
１０、７０年代のビックバンドの代表曲を題材に学びます。
１１、スイング、ラテン、バラード、８ビートなど多ジャンルにわたる演奏技術とその特徴を学びます。
１２、ステージパフォーマンスと演奏技術の総合的な使い方を学びます。
１３、リハーサルにおいて必要な技術力を学びます。
１４、総合的に演奏していくための技術を学びます。
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◆

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◆



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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

アナリーゼⅠ

川島　素晴

◆授業目標◆

（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◆

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◆



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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

アナリーゼⅡ

川島　素晴

◆授業目標◆

（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◆

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◆



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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

アナリーゼⅢ

川島　素晴

◆授業目標◆

（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◆

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◆



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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

アナリーゼⅣ

川島　素晴

◆授業目標◆

（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◆

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◆



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 別科2-211 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

楽器・音響演習Ⅰ

森　太郎, 大津　直規

◆授業目標◆

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
11 下彫刻
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◆

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◆



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 別科2-211 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

楽器・音響演習Ⅱ

森　太郎, 金澤　純一

◆授業目標◆

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
11 下彫刻
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◆

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◆



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

MTP419N

演奏実習（声楽）Ⅶ

（Ｖ）

◆授業目標◆

演奏実習(声楽)Ⅵ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、様々な原語の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出来る。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基本とし、個々の能力に応じて、歌曲、オペラアリア、童謡など多様なジャンルの中から曲を選択し、総合的な歌唱表現法
の習得ができる。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲18(1)音の確認
第３回：課題とする声楽曲18(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする声楽曲18(3)仕上げ
第５回：課題とする声楽曲19(1)音の確認
第６回：課題とする声楽曲19(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする声楽曲19(3)仕上げ
第８回：課題とする声楽曲20(1)音の確認
第９回：課題とする声楽曲20(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする声楽曲20(3)仕上げ
第11回：課題とする声楽曲21(1)音の確認
第12回：課題とする声楽曲21(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする声楽曲21(3)仕上げ
第14回：課題とする声楽曲の表現追究
第15回：演奏実習（声楽）Ⅶ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。（１日最低 30分は練習して前回のレッスンの復習と予習をする）
・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（新曲は歌詞の意味調べ、音取りを必ずしてくること）

◆成績評価の方法◆

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。

・Ⅴ、Ⅶは平常の授業への取り組みにより評価する。（授業ごとのフィードバックをすることに加えて、学習曲は暗譜させて評価）
・Ⅵ、Ⅷは実技試験で評価する。
・試験曲
　Ⅵイタリア歌曲、ドイツ歌曲、フランス歌曲より任意の一曲（3分以内、暗譜）
　Ⅷ：自由曲1曲（4分以内、暗譜）

◆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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　　他

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

MTP420N

演奏実習（声楽）Ⅷ

（Ｖ）

◆授業目標◆

演奏実習(声楽)Ⅶ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、様々な原語の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出来る。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基本とし、個々の能力に応じて、歌曲、オペラアリア、童謡など多様なジャンルの中から曲を選択し、総合的な歌唱表現法
の習得できる。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲22(1)音の確認
第３回：課題とする声楽曲22(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする声楽曲22(3)仕上げ
第５回：課題とする声楽曲23(1)音の確認
第６回：課題とする声楽曲23(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする声楽曲23(3)仕上げ
第８回：課題とする声楽曲24(1)音の確認
第９回：課題とする声楽曲24(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする声楽曲24(3)仕上げ
第11回：課題とする声楽曲25(1)音の確認
第12回：課題とする声楽曲25(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする声楽曲25(3)仕上げ
第14回：試験曲の決定、声楽曲の表現追究
第15回：演奏実習（声楽）Ⅶのまとめ
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。（１日最低 30分は練習して前回のレッスンの復習と予習をする）
・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（新曲は歌詞の意味調べ、音取りを必ずしてくること）

◆成績評価の方法◆

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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　　　　他

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

MTP423N

演奏実習（ピアノ）Ⅶ

（Ｐ）

◆授業目標◆

三年次までの学びの上に立ち、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
更に発展させる。また最終学年であることを鑑みて実践で役立つ即興演奏の実力を向上させる。

◆授業内容・計画◆

教材　　近現代　フォーレ、ドビュッシー、ラヴェル、バルトーク、プロコフィエフ、カバレフスキー等のピアノ曲

授業計画
第１回　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　即興演奏及び即興での伴奏付け
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
第８回　新しい必修曲の選定及び即興演奏
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
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。
・毎回の復習をすること。
・自宅でも即興演奏などに取り組む。

◆成績評価の方法◆

達成度等で授業内評価を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

・個々の必修曲の楽譜
・ロマン派の歌曲集

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

MTP424N

演奏実習（ピアノ）Ⅷ

（Ｐ）

◆授業目標◆

三年次までの学びの上に立ち、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
更に発展させる。
また最終学年であることを鑑みて実践で役立つ即興演奏の実力を向上させる。

◆授業内容・計画◆

教材　近現代　フォーレ、ドビュッシー、ラヴェル、バルトーク、プロコフィエフ、カバレフスキー等のピアノ曲

授業計画
第１回　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　ロマン派の歌曲に即興で伴奏付け、及び移調などの研究
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（卒業試験曲）の選定
第８回　即興演奏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ロマン派の歌曲などに伴奏付け
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
第13回　近、現代曲らしい音色の探求
第14回　暗譜の確認
第15回　最終的なまとめ及び四年間の勉強を踏まえて将来への研究課題を見付ける

◆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。
・自宅でも即興演奏などに取り組む。

◆成績評価の方法◆

演奏試験で評価を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

・個々の必修曲の楽譜
・ロマン派の歌曲集

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

演奏実習（弦管打）Ⅶ

（Ｓ）

◆授業目標◆

弦楽器・管楽器・打楽器の演奏を通して、楽器の基本的な奏法、仕組み、扱い方を身に付け、ソロや重奏の曲にふさわしい表現の工夫を生
かして演奏する。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　演奏実習Ⅵの復習としての演奏と自己の演奏技術の課題確認
第３回　課題曲Ⅶの①(ソロ) 音の確認と演奏のポイント
第４回　課題曲Ⅶの①(ソロ) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第５回　課題曲Ⅶの①(ソロ) 演奏表現の工夫
第６回　課題曲Ⅶの①(ソロ) 仕上げ
第７回　課題曲Ⅶの②(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第８回　課題曲Ⅶの②(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第９回　課題曲Ⅶの②(重奏)互いに聴き合いながらの演奏表現の工夫
第10回　課題曲Ⅶの②(重奏)仕上げ
第11回　課題曲Ⅶの③(ソロ) 音の確認と演奏のポイント
第12回　課題曲Ⅶの③(ソロ) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第13回　課題曲Ⅶの③(ソロ) 演奏表現の工夫
第14回　課題曲Ⅶの③(ソロ) 仕上げ
第15回　演奏実習Ⅶ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◆

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◆



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

演奏実習（弦管打）Ⅷ

（Ｓ）

◆授業目標◆

弦楽器・管楽器・打楽器の演奏を通して、楽器の基本的な奏法、仕組み、扱い方を身に付け、ソロや重奏の曲にふさわしい表現を工夫して、
演奏実習のまとめにふさわしい演奏をする。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　演奏実習Ⅶの復習としての演奏と自己の演奏技術の課題確認
第３回　課題曲Ⅷの①(ソロ) 音の確認と演奏のポイント
第４回　課題曲Ⅷの①(ソロ) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第５回　課題曲Ⅷの①(ソロ) 演奏表現の工夫
第６回　課題曲Ⅷの①(ソロ) 仕上げ
第７回　課題曲Ⅷの②(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第８回　課題曲Ⅷの②(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第９回　課題曲Ⅷの②(重奏)互いに聴き合いながらの演奏表現の工夫
第10回　課題曲Ⅷの②(重奏)仕上げ
第11回　課題曲Ⅷの③(ソロ) 音の確認と演奏のポイント
第12回　課題曲Ⅷの③(ソロ) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第13回　課題曲Ⅷの③(ソロ) 演奏表現の工夫
第14回　課題曲Ⅷの③(ソロ) 伴奏者と互いに聴き合いながらの演奏表現の工夫
第15回　課題曲Ⅷの③(ソロ)演奏試験に向けたよりよい演奏追究

◆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◆

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。

表現力や演奏技術を演奏試験で評価する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-12 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

CRS026N

総譜奏法ＡⅢ

コース生、電オル生履修

篠田　昌伸

◆授業目標◆

弦５部を中心とした、モーツァルト、ハイドン等の古典派のシンフォニーに始まり、ベートーヴェン、シューベルト等古典派の序曲や、コンチェ
ルトのオケパート、またフィガロ、魔弾、等の簡易なオペラの序曲までを弾くことができる。

◆授業内容・計画◆

第１回　古典派のシンフォニー（１）（ハイドンまたはモーツァルトの初期のシンフォニー 前半）
第２回　古典派のシンフォニー（２）（ハイドンまたはモーツァルトの初期のシンフォニー 後半）
第３回　古典派のシンフォニー（３）（シューベルトのシンフォニー 前半）
第４回　古典派のシンフォニー（４）（シューベルトのシンフォニー 後半）
第５回　古典派の序曲（１）（ベートーヴェンの序曲 前半）
第６回　古典派の序曲（２）（ベートーヴェンの序曲 後半）
第７回　古典派の序曲（３）（シューベルトの序曲）
第８回　古典、ロマン派の協奏曲（１）（モーツァルトの協奏曲）
第９回　古典、ロマン派の協奏曲（２）　（ベートーヴェンの協奏曲）
第１０回　古典、ロマン派の協奏曲（３）（チャイコフスキーの協奏曲）
第１１回　古典、ロマン派のオペラ序曲（１）（モーツァルトのオペラ序曲 前半）
第１２回　古典、ロマン派のオペラ序曲（２）（モーツァルトのオペラ序曲 後半）
第１３回　古典、ロマン派のオペラ序曲（３）（ロッシー二のオペラ序曲 前半）
第１４回　古典、ロマン派のオペラ序曲（４）（ロッシー二のオペラ序曲 後半）
第１５回　まとめと評価（各人の今学期の成果）

◆準備学習の内容◆

学習者は、それぞれの実力に応じて、いくつかの選択肢から与えられた楽曲を、各自次の授業までに練習して臨むこと。

◆成績評価の方法◆

毎回の授業での平常点、取り組みの様子、また可能ならば適宜小テスト等での評価を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

フルスコアは、基本的に学生が各自用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-12 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

CRS027N

総譜奏法ＡⅣ

コース生、電オル生履修

篠田　昌伸

◆授業目標◆

ロマン派や近代の組曲に始まり、ベートーヴェン、ブラームス、ドボルザーク、チャイコフスキー等ロマンの交響曲、さらに近代の任意のオー
ケストラ曲まで、実力に応じてレパートリーを増やしていく。

◆授業内容・計画◆

第１回　ロマン派の組曲（１）（メンデルスゾーン、グリーグ等の組曲 前半）
第２回　ロマン派の組曲（２）（メンデルスゾーン、グリーグ等の組曲 後半）
第３回　近代の組曲（１）（フォーレ、ドビュッシー、リムスキー、その他の組曲から。前半）
第４回　近代の組曲（２）（フォーレ、ドビュッシー、リムスキー、その他の組曲から。後半）
第５回　ベートーヴェンの交響曲（１）（選択したシンフォニーの緩徐楽章）
第６回　ベートーヴェンの交響曲（２）（選択したシンフォニーのソナタ楽章 前半）
第７回　ベートーヴェンの交響曲（３）（選択したシンフォニーのソナタ楽章 後半）
第８回　ベートーヴェンの交響曲（４）（選択したシンフォニーのスケルツォ）
第９回　ロマン派の交響曲（１）（ブラームスの作品 前半）
第１０回　ロマン派の交響曲（２）（ブラームスの作品 後半）
第１１回　ロマン派の交響曲（３）（チャイコフスキーの作品 前半）
第１２回　ロマン派の交響曲（４）（チャイコフスキーの作品 後半）
第１３回　任意のオーケストラ曲（１）（各人の進度に合わせたより進歩的な楽曲 前半）
第１４回　任意のオーケストラ曲（２）（各人の進度に合わせたより進歩的な楽曲 後半）
第１５回　まとめと評価（各人の今学期の成果）

◆準備学習の内容◆

学習者は、それぞれの実力に応じて、いくつかの選択肢から与えられた楽曲を、各自次の授業までに練習して臨むこと。

◆成績評価の方法◆

毎回の授業での平常点、取り組みの様子、また可能ならば適宜小テスト等での評価を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

フルスコアは、基本的に学生が各自用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年,4年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

管弦楽法ＡⅢ

菊池　幸夫

◆授業目標◆

吹奏楽で用いられる各楽器についての特性、および各セクションについての書法を研究、考察し、アンサンブル作品制作および試演を通じて
楽器法の習熟を図る。

◆授業内容・計画◆

１）オリエンテーション（年間スケジュールの確認）、音についての考察
２）木管楽器の特性、木管セクションの重ね方
３）金管楽器の特性、金管セクションの重ね方
４）サクソフォンの特性、各種奏法
５）サクソフォン四重奏の書法（作品研究）
６）サクソフォン四重奏による作品制作
７）サクソフォン四重奏作品の試演(1)前半
８）サクソフォン四重奏作品の試演(2)後半
９） 各種打楽器のさまざまな奏法と記譜法
１０） 楽器紹介―各種打楽器と各種奏法
１１） 打楽器アンサンブルの書法（作品研究）
１２） 打楽器アンサンブルによる作品制作
１３）打楽器アンサンブル作品の試演(1)前半
１４）打楽器アンサンブル作品の試演(2)後半
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

アンサンブル作品研究、およびアンサンブル作品制作を適宜行うこと。

◆成績評価の方法◆

作品制作課題、および平常点（授業への取り組み）

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて資料を配付

◆参考図書◆

「管弦楽法」（W.ピストン著、音楽之友社）
「管弦楽法」（伊福部昭著、音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年,4年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

管弦楽法ＡⅣ

菊池　幸夫

◆授業目標◆

吹奏楽の書法および楽器法を実作品を通して研究、考察し、吹奏楽作品制作および試演を通じて楽器法の習熟を図る。

◆授業内容・計画◆

１）吹奏楽概論―編成、作品制作に向けて
２）マーチの書法
・Reed：The second century
３）吹奏楽作品研究―近代吹奏楽の書法および楽器法(1)
・Persichetti : Divertimento for Band op.42より第１、２曲
４）吹奏楽作品研究―近代吹奏楽の書法および楽器法(2)
・Persichetti : Divertimento for Band op.42より第３、４曲
５）吹奏楽作品研究―近代吹奏楽の書法および楽器法(3)
・Persichetti : Divertimento for Band op.42より第５、６曲
６）吹奏楽作品研究―現代吹奏楽の書法および楽器法(1)
・三善晃 : 吹奏楽のための「深層の祭」
７）吹奏楽作品研究―現代吹奏楽の書法および楽器法(2)
・北爪道夫：吹奏楽のための「風の国」
８）吹奏楽作品紹介
９）スコアチェック(1)前半
１０）スコアチェック(2)後半
１１）スコアチェックおよび提出
１２）パート譜チェックおよび提出
１３）吹奏楽作品の試演(1)前半
１４）吹奏楽作品の試演(2)後半
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

吹奏楽作品研究、および吹奏楽作品制作を適宜行うこと。

◆成績評価の方法◆

作品制作課題、および平常点（授業への取り組み）

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて資料を配付

◆参考図書◆

「管弦楽法」（W.ピストン著、音楽之友社）
「管弦楽法」（伊福部昭著、音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-307 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（作曲家・作曲）

森垣　桂一

◆授業目標◆

（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）卒業作品の準備をする。

◆授業内容・計画◆

専門ゼミIIIでは、専門ゼミIIをふまえてより高度な創作研究を行う。
個人または集合個人レッスンの方式で、（1）～（3）の授業を進めていく。
（1）楽曲の構造、音組織、楽器法と管弦楽法等を多角的に研究する。
（2）担当教員による創作指導を受けて、提出作品と演奏審査の準備をする。（編成・規模は担当の教員と要相談）
（3）多くの作曲体験を持つために未完、完成を問わず複数の作品の創作にチャレンジする。
上記の方針に従って、学生個々の考え、習熟度、特性に応じて、授業内容とスケジュールを決定して行く。

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）楽曲の構造
第3回  前期提出作品のための楽曲研究（2）音組織
第4回  前期提出作品のための楽曲研究（3）楽器法と管弦楽法等
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）導入
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）基礎
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）応用
第8回  前期提出作品創作実習（1）基礎
第9回  前期提出作品創作実習（2）応用
第10回  前期提出作品創作実習（3）最終チェック
第11回  前期提出作品の完成
第12回  卒業作品のための楽曲研究（1）楽曲の構造
第13回  卒業作品のための楽曲研究（2）音組織
第14回  卒業作品のための楽曲研究（3）楽器法と管弦楽法等
第15回  まとめ（夏休み中に卒業作品の作曲を進めておく）

専門ゼミ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制作過程が判る資料」（編成は自由）。
提出は7月中旬。

◆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◆

・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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1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 4単位

備考

専門ゼミⅢ（作曲家・作曲）

神本　真理

◆授業目標◆

（１）“想像”から“創造”へと至るまでの思考過程を、可能な限りクリアなヴィジョンを持って進めていけるよう、学生自身の意思を尊重しなが
ら、より充実した創作へと導いていく。（２）７月の作品提出に向けて、計画的に創作を進める。

◆授業内容・計画◆

●より適切な書法、さまざまな楽器法、（特殊な）音響の作り方、作品全体の構造など、あらゆる角度から自らの音楽に向き合いながら創作し
ていく。
●受講生の興味と対象に応じた楽曲を取り上げ、随時アナリーゼを行う。

（１）一年間の創作の計画と議論
（２）前期提出作品の計画 （アイディアや素材の提示と議論）
（３）前期提出作品の創作 vol.1（基軸となるパラメータの確定）
（４）前期提出作品の創作 vol.2（全体像と構成の提示）
（５）前期提出作品の創作 vol.3（素材の活かし方と楽器法との関連）
（６）前期提出作品の創作 vol.4（書法の一貫性への徹底を明示する。）
（７）前期提出作品の創作 vol.5（全体の1/3程まで進める傍ら、参考になる作品の分析も行う。）
（８）前期提出作品の創作 vol.6（全体の半分程を目処に書き進める。）
（９）前期提出作品の創作 vol.7（全体の８割程を目処に書き進める。）
（１０）前期提出作品の創作 vol.8（ほぼ完成に近い段階まで書き進める。）
（１１）前期提出作品の創作 vol.9（作品の完成、および微調整と楽譜の最終チェック）
（１２）楽曲分析 vol.1（楽器法、管弦楽法にフォーカスしながら）
（１３）楽曲分析 vol.２（リズムの構造、また、その展開にフォーカスしながら）
（１４）楽曲分析 vol.3（音楽を構成する上でのあらゆるパラメータのバランス作りにフォーカスしながら）
（１５）卒業作品の計画についての議論、および前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

目先にある提出作品の創作のみに留まらず、幅広く芸術全般にわたり常にアンテナを張りめぐらすこと。音楽以外での興味のある分野から
得るものは、自身の創作に何らかのヒントになることもあるので、それらを自らの創作の引き出しの一つとして捉え、独自の音楽語法へと発
展させられるように努める。

◆成績評価の方法◆

可能な限り、多くのコンサートや舞台作品のライブに触れること。実際に会場で聴いた（観た）作品に対して、より鋭敏な感覚で捉えることで自
身の芸術への美的センスを養うよう、心がけること。

前期提出作品と、平常の授業への取り組みなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

『現代音楽を読み解く８８のキーワード』（ジャン＝イヴ•ボスール著、栗原　詩子　訳（音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-302 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（作曲家・作曲）

斉木　由美

◆授業目標◆

⑴卒業作品の準備をする。⑵現代における独自性、芸術性に富む音楽作品の創造を目指す。⑶これまでの学習で得た音楽的思考・技術を
進展させる。

◆授業内容・計画◆

・	下記の計画に沿って授業を進めていくが、学生の個性を尊重しつつ、各人の考えや習熟度に応じて、適宜内容を決定していく。
・	楽曲研究で扱う作品は、各学生の必要に応じて決定する。

①	これまでの創作作品の分析と今後の計画についての議論
②	前期提出作品のための楽曲研究⑴：着想と全体像、楽曲の構造
③	前期提出作品のための楽曲研究⑵：素材と書法
④	前期提出作品の創作（アイディアと全体の構想の提示）
⑤	前期提出作品の創作（素材と編成の確定）
⑥	前期提出作品の創作（構成の確定、およびスケッチ開始）
⑦	前期提出作品の創作（全体の３割程度までを目処に書き進める）
⑧	前期提出作品の創作（全体の半分までを目処に書き進める）
⑨	前期提出作品の創作（全体の８割程度までを目処に書き進める）
⑩	前期提出作品の創作（ほぼ完成に近い段階まで書き進める）
⑪	前期提出作品の完成（微調整と楽譜の最終確認）
⑫	卒業作品のための楽曲研究⑴：着想と全体像、楽曲の構造
⑬	卒業作品のための楽曲研究⑵：あらゆるパラメータの分析と書法
⑭	卒業作品のための楽曲研究⑶：管弦楽法
⑮	卒業作品の計画、および前期のまとめ

夏期休暇中に卒業作品の作曲を進めておくこと。

◆準備学習の内容◆

⑴これまでの創作過程において学び得た点を整理しておくこと。
⑵音楽の創造は、古今東西の音楽のみならず様々な文化・芸術に接することで生まれ発展することも多いので、その源泉となる出会いの可
能性にはいつも自らを開いておくこと。

◆成績評価の方法◆

⑴楽譜、音源、コンサート等での音楽研究を通して、音楽的視野を拡大する努力をすること。
⑵自作・他作の演奏の機会があれば積極的に参加し、作曲―練習―本番までに生じる様々なステージをできるだけ多く体験するように努め
ること。

提出物による評価と、授業への取組みや出席等の平常点

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業内で適宜指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-301 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（作曲理論）

今村　央子

◆授業目標◆

作曲理論のスペシャリストとなるために必要な、知識、教養、技術を身につける。

◆授業内容・計画◆

レッスンは個人の進度に合わせて行う。
実習を中心に行う。

1) 専門ゼミⅡ の試験の復習
2) フランス和声課題（シャラン380の課題集・24の課題集）の実習①新出の和音数字の解説
3) フランス和声課題（シャラン380の課題集・24の課題集）の実習②連結の規則
4) フランス和声課題（シャラン380の課題集・24の課題集）の実習③ソプラノとバスの関係
5) フランス和声課題（シャラン380の課題集・24の課題集）の実習④配置と響きのバランス
6) フランス和声課題（シャラン380の課題集・24の課題集）の実習⑤全体の構成
7) 学習フーガの実習①テンポとリズム感
8) 学習フーガの実習②提示部
9) 学習フーガの実習③嬉遊部
10) 学習フーガの実習④保続低音
11) 学習フーガの実習⑤追迫部
12) 対位法的作品の研究（バッハ、シューマン、ブラームス、フランク等の作品）
13) フランス近代作品の和声研究（フォーレ、ラヴェル等の作品）
14) 作品の試演と批評
15) まとめ

◆準備学習の内容◆

ゼミは主に学生が書いたものを添削する形で進むため、課題の実習、フーガの作曲は準備学習として行う。
事前に予告した実作品について和声分析、構成の分析などを行うこと。

◆成績評価の方法◆

指定された実作品の楽譜は各自用意すること。
研究した作品は自分で演奏する、複数の録音を比較するなど、演奏面からのアプローチも行うこと。

定期試験として和声、またはフーガの実習を課す。
さらに、平常点、試演内容を総合し評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で学生のレヴェルに合わせて指示する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-302 開講学期 前期

曜日・時限 金１ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（作曲理論）

奥定　美和

◆授業目標◆

フランスの和音数字について理解し、和声課題を作成できる。また、主にバッハとその時代の対位法的作品について、その書法を理解・応用
し、学習フーガを作曲できる。

◆授業内容・計画◆

１．フランス和声課題（Challanのバス課題）
２．フランス和声課題（Challanのソプラノ課題）
３．フランス和声課題（Fauchetのバス課題）
４．フランス和声課題（Fauchetのソプラノ課題）
５．学習フーガ（主要提示部）
６．学習フーガ（嬉遊句の選び方と嬉遊部全体のプラン）
７．学習フーガ（第１嬉遊部）
８．学習フーガ（平行調提示部）
９．学習フーガ（第２嬉遊部）
10．学習フーガ（下属調提示部・下属調平行調提示部）
11．学習フーガ（第３嬉遊部）
12．学習フーガ（追迫部・真正追迫部・コーダ）
13．パリ音楽院コンクール受賞フーガ作品の分析
14．J.S.Bach「平均律クラヴィーア曲集」の分析
15．作品の試演と批評

◆準備学習の内容◆

ゼミは主に学生が書いたものを添削する形で進むため、課題の実習、フーガの作曲は準備学習として行う。
事前に予告した実作品について和声分析、構成の分析などを行うこと。

◆成績評価の方法◆

定期試験と平常点により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-020 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（編曲法演習）

栗山　和樹

◆授業目標◆

商業音楽における弦楽四重奏曲の作編曲が実践的に行える能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1.スコアと基礎知識
 2.弦楽四重奏曲の動機特徴
 3.ホモフォニックとポリフォニック、伴奏型
 4.声部間の緊張
 5.リズム補填とエコー
 6.バスラインの研究、対旋律、半音進行
 7.メロディとバスライン
 8.内声部と上声部における対旋律
 9.３度、６度、８度による作法
10.２、３重の対旋律
11.モード作法
12.旋律的な伴奏型
13.試演
14.視聴とディスカッション
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

課題を確実にこなす。

◆成績評価の方法◆

授業内提出作品の評価、及び平常の授業への取組みにより評価。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-020 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（編曲法演習）

丸山　和範

◆授業目標◆

与えられた映像に的確なオリジナル音楽を作曲する。

◆授業内容・計画◆

1テーマ音楽の考え方～映像に様々なコンセプトを盛り込む
ニュース番組、お笑い番組、教育番組、科学番組などの音楽を調査し考察する　前半
2テーマ音楽の考え方～映像に様々なコンセプトを盛り込む
ニュース番組、お笑い番組、教育番組、科学番組などの音楽を調査し考察する　後半
3メディア音楽の現代性と多様性についての調査と考察～多くの音楽ジャンルのカテゴライズは、ラテン、ニューエイジ、ドラムンベースと言っ
た仕切り方では不可能
4オリジナルリズムの実験的作曲（自分のリズムループとベースパターンを作曲する）
5オリジナルなトラックの作曲　前半
6オリジナルなトラックの作曲　後半
7ある音楽無しのドラマを観て、選曲する　前半
8ある音楽無しのドラマを観て、選曲する　後半　作曲方法、編成など考察
9ある音楽無しのドラマを観てドラマの展開を決めるBGMの考察、選曲する　前半
10ある音楽無しのドラマを観てドラマの展開を決めるBGMの考察、選曲する　後半
11ある音楽無しのドラマを観て主人公のテーマを選曲または作曲し、バリエーションをつくる　前半
12ある音楽無しのドラマを観て主人公のテーマを選曲または作曲し、バリエーションをつくる　後半
13ある音楽無しのドラマを観て日常の音楽と、特別な場合の音楽（事件など）を同じテーマでつくる　前半
14ある音楽無しのドラマを観て日常の音楽と、特別な場合の音楽（事件など）を同じテーマでつくる　後半
15まとめと評価

◆準備学習の内容◆

クラッシック伝統音楽の語法以外の音楽を幅広く聴く事と知る事。
日常のあらゆる場面の中で聴かれる音楽の役割について考察する事。
映像に伴うあらゆる音楽について深く聴く事。

◆成績評価の方法◆

受講者は自分の趣向する映像作品の音楽についての研究発表を学年内に適宜行う。
作曲及び音楽制作のPC使用が望ましい。コンピュータ音楽演習など授業を受ける等、積極的な学習をすること。

授業内試験により評価する。試験では、ある映像作品を与え、それに音楽作品を作曲する事を課題とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

●クリエイターが教えるシンセサイザー・テクニック99 （CD付き）野崎 貴朗 (著)リットーミュージック

◆参考図書◆

映画にとって音楽とはなにか/ミシェル・シオン著/勁草書房、
200CD映画音楽スコアサントラを聴く/立風書房

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-02 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（コンピュータ音楽）

今井　慎太郎

◆授業目標◆

後期「専門ゼミIV」で制作する卒業作品を目標に、前期制作課題を決定し、年間作業計画を立案できる。
3年次までに学んだ知識と技術を存分に活かし、年間を通して、独創性に富んだ高いレベルの芸術作品創作に挑むことができる。

◆授業内容・計画◆

【卒業制作−前期】
授業予定：
Class 1）イントロダクション：授業進行概要解説
Class 2）３年次に習得したコンピュータ音楽技術の確認
Class 3）個人指導：３年次に習得したコンピュータ音楽創作手法の確認
Class 4）個人指導：卒業作品を検討
Class 5）個人指導：４年次の技術学習プランを検討
Class 6）個人指導：４年次の創作プランを検討
Class 7）個人指導：前期試験発表作品形態を検討
Class 8）個人指導：前期試験発表作品形態を決定
Class 9）コンピュータ音楽制作技術
Class 10）コンピュータ音楽創作手法
Class 11）個人指導：前期試験発表作品の課題
Class 12）個人指導：前期試験発表作品のためのコンピュータ音楽技術
Class 13）個人指導：前期試験発表作品の遂行状況の確認
Class 14）個人指導：前期試験発表作品のリハーサル進行状況の確認
Class 15）個人指導：前期試験発表作品の改定箇所の指導

◆準備学習の内容◆

各自、卒業作品制作へ向けて、必要となる知識、技術を探求しておくこと。

◆成績評価の方法◆

履修条件：
コンピュータ音楽の専門ゼミIとIIの単位を取得した学生のみ。

試験で発表される作品：70%、授業内での作品制作への取組み：30%
（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◆

音と文明―音の環境学ことはじめ―（大橋力 著／岩波書店）
魔法の世紀（落合陽一 著／PLANETS）
アルゴリズムが世界を支配する（クリストファー・スタイナー／角川書店）
日本文化における時間と空間（加藤周一 著／岩波書店）
数量化革命（アルフレッド・W. クロスビー 著／紀伊国屋書店）
ゲーデル、エッシャー、バッハ―あるいは不思議の環（ダグラス・R. ホフスタッター 著／白揚社）
声の文化と文字の文化（ウォルター・J. オング 著／藤原書店）
Sound Composition（Trevor Wishart／Orpheus the Pantomime Ltd）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（コンピュータ音楽）

莱　孝之

◆授業目標◆

後期「専門ゼミIV」で制作する卒業作品を目標に、前期制作課題を決定し、年間作業計画を立案できる。
3年次までに学んだ知識と技術を存分に活かし、年間を通して、独創性に富んだ高いレベルの芸術作品創作に挑むことができる。

◆授業内容・計画◆

【卒業制作－前期】
授業予定：
Class 1）イントロダクション：授業進行概要解説
Class 2）３年次に習得したコンピュータ音楽技術の確認
Class 3）個人指導：３年次に習得したコンピュータ音楽創作手法の確認
Class 4）個人指導：卒業作品を検討
Class 5）個人指導：４年次の技術学習プランを検討
Class 6）個人指導：４年次の創作プランを検討
Class 7）個人指導：前期試験発表作品形態を検討
Class 8）個人指導：前期試験発表作品形態を決定
Class 9）コンピュータ音楽制作技術
Class 10）コンピュータ音楽創作手法
Class 11）個人指導：前期試験発表作品の課題
Class 12）個人指導：前期試験発表作品のためのコンピュータ音楽技術
Class 13）個人指導：前期試験発表作品の遂行状況の確認
Class 14）個人指導：前期試験発表作品のリハーサル進行状況の確認
Class 15）個人指導：前期試験発表作品の改定箇所の指導

◆準備学習の内容◆

各自、卒業作品制作へ向けて、必要となる知識、技術を探求しておくこと。

◆成績評価の方法◆

履修条件：
コンピュータ音楽の専門ゼミIとIIの単位を取得した学生のみ。

試験で発表される作品：70%、ホームページ制作：15%、授業内での作品制作への取組み：15%
（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◆

日本文化における時間と空間（加藤周一 著／岩波書店）
数量化革命（アルフレッド・W. クロスビー 著／紀伊国屋書店）
ゲーデル、エッシャー、バッハ―あるいは不思議の環（ダグラス・R. ホフスタッター 著／白揚社）
声の文化と文字の文化（ウォルター・J. オング 著／藤原書店）
Sound Composition（Trevor Wishart／Orpheus the Pantomime Ltd）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-303（研究室） 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（音楽学）

友利　修

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

最終的な研究成果は後期（専門ゼミIV）にまとめる。前期（専攻ゼミIII）はそこへ向けての準備段階と位置づけられ、既に３年次に決めたテー
マを絞り込み、基本情報を調査・整理し、論文執筆を準備する。
受講生各自が指導教員に毎週、研究の進捗状況を報告し、書きためた論考の校閲に基づき、論文を構成させていく。
研究領域により論文作成の手順は異なる。以下は一例。
第１回：研究計画作成
第２回：テーマ設定 1/4
第３回：テーマ設定 2/4
第４回：テーマ設定 3/4
第５回：テーマ設定 4/4
第６回：先行研究と関連領域のリサーチ 1/4
第７回：先行研究と関連領域のリサーチ 2/4
第８回：先行研究と関連領域のリサーチ 3/4
第９回：先行研究と関連領域のリサーチ 4/4
第10回：プロスペクトへの準備 1/4
第11回：プロスペクトへの準備 2/4
第12回：プロスペクトへの準備 3/4
第13回：プロスペクトへの準備 4/4
第14回：発表原稿作成
第15回：発表

◆準備学習の内容◆

論文を構成する論考の作成、データベースの管理、領域によっては現地調査の実施。

◆成績評価の方法◆

指導教員への報告と「音楽学研究法」での発表への準備。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-216（研究室） 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（音楽学）

横井　雅子

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

最終的な研究成果は後期（専門ゼミIV）にまとめる。前期（専攻ゼミIII）はそこへ向けての準備段階と位置づけられ、既に３年次に決めたテー
マを絞り込み、基本情報を調査・整理し、論文執筆を準備する。
受講生各自が指導教員に毎週、研究の進捗状況を報告し、書きためた論考の校閲に基づき、論文を構成させていく。
研究領域により論文作成の手順は異なる。以下は一例。
第１回：研究計画作成
第２回：テーマ設定 1/4
第３回：テーマ設定 2/4
第４回：テーマ設定 3/4
第５回：テーマ設定 4/4
第６回：先行研究と関連領域のリサーチ 1/4
第７回：先行研究と関連領域のリサーチ 2/4
第８回：先行研究と関連領域のリサーチ 3/4
第９回：先行研究と関連領域のリサーチ 4/4
第10回：プロスペクトへの準備 1/4
第11回：プロスペクトへの準備 2/4
第12回：プロスペクトへの準備 3/4
第13回：プロスペクトへの準備 4/4
第14回：発表原稿作成
第15回：発表

◆準備学習の内容◆

論文を構成する論考の作成、データベースの管理、領域によっては現地調査の実施。

◆成績評価の方法◆

指導教員への報告と「音楽学研究法」での発表への準備。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 時間外 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（音楽学）

沼口　隆

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

最終的な研究成果は後期（専門ゼミIV）にまとめる。前期（専攻ゼミIII）はそこへ向けての準備段階と位置づけられ、既に３年次に決めたテー
マを絞り込み、基本情報を調査・整理し、論文執筆を準備する。
受講生各自が指導教員に毎週、研究の進捗状況を報告し、書きためた論考の校閲に基づき、論文を構成させていく。
研究領域により論文作成の手順は異なる。以下は一例。
第１回：研究計画作成
第２回：テーマ設定 1/4
第３回：テーマ設定 2/4
第４回：テーマ設定 3/4
第５回：テーマ設定 4/4
第６回：先行研究と関連領域のリサーチ 1/4
第７回：先行研究と関連領域のリサーチ 2/4
第８回：先行研究と関連領域のリサーチ 3/4
第９回：先行研究と関連領域のリサーチ 4/4
第10回：プロスペクトへの準備 1/4
第11回：プロスペクトへの準備 2/4
第12回：プロスペクトへの準備 3/4
第13回：プロスペクトへの準備 4/4
第14回：発表原稿作成
第15回：発表

◆準備学習の内容◆

論文を構成する論考の作成、データベースの管理、領域によっては現地調査の実施。

◆成績評価の方法◆

指導教員への報告と「音楽学研究法」での発表への準備。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（音楽学）

沼口　隆

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

最終的な研究成果は後期（専門ゼミIV）にまとめる。前期（専攻ゼミIII）はそこへ向けての準備段階と位置づけられ、既に３年次に決めたテー
マを絞り込み、基本情報を調査・整理し、論文執筆を準備する。
受講生各自が指導教員に毎週、研究の進捗状況を報告し、書きためた論考の校閲に基づき、論文を構成させていく。
研究領域により論文作成の手順は異なる。以下は一例。
第１回：研究計画作成
第２回：テーマ設定 1/4
第３回：テーマ設定 2/4
第４回：テーマ設定 3/4
第５回：テーマ設定 4/4
第６回：先行研究と関連領域のリサーチ 1/4
第７回：先行研究と関連領域のリサーチ 2/4
第８回：先行研究と関連領域のリサーチ 3/4
第９回：先行研究と関連領域のリサーチ 4/4
第10回：プロスペクトへの準備 1/4
第11回：プロスペクトへの準備 2/4
第12回：プロスペクトへの準備 3/4
第13回：プロスペクトへの準備 4/4
第14回：発表原稿作成
第15回：発表

◆準備学習の内容◆

論文を構成する論考の作成、データベースの管理、領域によっては現地調査の実施。

◆成績評価の方法◆

指導教員への報告と「音楽学研究法」での発表への準備。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（音楽学）

課題研究

沼口　隆

◆授業目標◆

これまでの研究や音楽活動をもとに、後期に課題を提出できるよう、目標を明確に設定し、計画を具体的に立て、準備を行う。

◆授業内容・計画◆

○概要
　課題研究には、作品、演奏、論文などの形態が考えられる。内容次第では、各種の演奏実践などを中心とした「課題」も認める。複数の専
門分野における経験を生かした独創的な研究や、充実した音楽実践に結びつくような計画立案・実施などにも期待したい。ただし、作品や演
奏を中心とする場合であっても、音楽研究の分野に貢献しうる内容を持つ必要があり、また、何らかの形の提出物を研究報告と合わせて提
出しなければならない。なお、具体的にどのような課題が許容されるかについては随時、指導する。特別の提出物が予定されない場合には、
論文の執筆を課す。
　受講者は、それぞれの関心領域において適切な研究テーマを選択し、参考文献の調査や基礎的な文献の講読を行う。
　ゼミの形態は、口頭発表とそれに関するディスカッションを中心に、受講者の研究課題や人数などに応じて柔軟に考えたい。

○各回の概要（予定）
第１回　オリエンテーション
第２回　研究テーマの選定（１）主題を考える
第３回　研究テーマの選定（２）副題を考える
第４回　資料調査の方法
第５回　研究テーマの決定
第６回　個人発表（１）学生Ａによる発表
第７回　個人発表（２）学生Ｂによる発表
第８回　個人発表（３）学生Ｃによる発表
第９回　中間まとめ
第10回　個人発表（４）学生Ｄによる発表
第11回　個人発表（５）学生Ｅによる発表
第12回　個人発表（６）学生Ｆによる発表
第13回　総括ディスカッション（１）学生Ａをリーダーとして
第14回　総括ディスカッション（２）学生Ｂをリーダーとして
第15回　まとめ：レポート作成に向けて

◆準備学習の内容◆

各自の個人発表、また学期末のレポート提出に向けて、日々準備を進めてもらう。期末レポートは、一般的なレポートの分量としては多いよ
うに感じられるかも知れないが、個人発表をきちんと積み重ねれば、それを総合したものとして充分に達成可能である。

◆成績評価の方法◆

・授業内発表の内容、ディスカッションへの参加態度、課題への取り組みの姿勢、中間報告レポート。
・レポートの提出期限は、教務課が指定する７月下旬のレポート類の〆切日とする。教務課が指定する期日と方法にしたがうこと。分量は、
6,000字以上。表題、目次、参考文献表を付けること（ただし、これらは字数に含めない）。

◆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◆



充実した個人発表を積み重ねることが、稔り豊かな成果に結びつく。ひとつひとつの個人発表に向けて、しっかりとした準備をすること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０６

講義室 3-301 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（音楽学）

中溝　一恵

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

最終的な研究成果は後期（専門ゼミIV）にまとめる。前期（専攻ゼミIII）はそこへ向けての準備段階と位置づけられ、既に３年次に決めたテー
マを絞り込み、基本情報を調査・整理し、論文執筆を準備する。
受講生各自が指導教員に毎週、研究の進捗状況を報告し、書きためた論考の校閲に基づき、論文を構成させていく。
研究領域により論文作成の手順は異なる。以下は一例。
第１回：研究計画作成
第２回：テーマ設定 1/4
第３回：テーマ設定 2/4
第４回：テーマ設定 3/4
第５回：テーマ設定 4/4
第６回：先行研究と関連領域のリサーチ 1/4
第７回：先行研究と関連領域のリサーチ 2/4
第８回：先行研究と関連領域のリサーチ 3/4
第９回：先行研究と関連領域のリサーチ 4/4
第10回：プロスペクトへの準備 1/4
第11回：プロスペクトへの準備 2/4
第12回：プロスペクトへの準備 3/4
第13回：プロスペクトへの準備 4/4
第14回：発表原稿作成
第15回：発表

◆準備学習の内容◆

論文を構成する論考の作成、データベースの管理、領域によっては現地調査の実施。

◆成績評価の方法◆

指導教員への報告と「音楽学研究法」での発表への準備。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０７

講義室 5-315（研究室） 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（音楽学）

吉成　順

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

最終的な研究成果は後期（専門ゼミIV）にまとめる。前期（専攻ゼミIII）はそこへ向けての準備段階と位置づけられ、既に３年次に決めたテー
マを絞り込み、基本情報を調査・整理し、論文執筆を準備する。
受講生各自が指導教員に毎週、研究の進捗状況を報告し、書きためた論考の校閲に基づき、論文を構成させていく。
研究領域により論文作成の手順は異なる。以下は一例。
第１回：研究計画作成
第２回：テーマ設定 1/4
第３回：テーマ設定 2/4
第４回：テーマ設定 3/4
第５回：テーマ設定 4/4
第６回：先行研究と関連領域のリサーチ 1/4
第７回：先行研究と関連領域のリサーチ 2/4
第８回：先行研究と関連領域のリサーチ 3/4
第９回：先行研究と関連領域のリサーチ 4/4
第10回：プロスペクトへの準備 1/4
第11回：プロスペクトへの準備 2/4
第12回：プロスペクトへの準備 3/4
第13回：プロスペクトへの準備 4/4
第14回：発表原稿作成
第15回：発表

◆準備学習の内容◆

論文を構成する論考の作成、データベースの管理、領域によっては現地調査の実施。

◆成績評価の方法◆

指導教員への報告と「音楽学研究法」での発表への準備。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-316（研究室） 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（情報・社会）

野中　映

◆授業目標◆

課題研究を構成する論考の作成、データベースの管理、領域によっては現地調査の実施。それにより自己の視座を確認することができる。

◆授業内容・計画◆

第１回：ガイダンス
第２回：研究テーマを決める
第３回：研究テーマに沿ったコンセプトの確認
第４回：コンセプトに伴うアイデンティティの追認
第５回：研究用ハッシュタグの作成
第６回：リサーチング・パラネーターの設定
第７回：ユニット・ストラクチャーの確認
第８回：ポップアップ設定
第９回：リンクの設定
第１０回：エンベロープの設定
第１１回：コンセプトに沿ったフィルタリング
第１２回：研究のキーワードを見直す
第１３回：ユニット・ストラクチャーをフローチャート化する
第１４回：研究構想の発表
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

各自、次回の授業の発表等のための、調査や資料作成を行う。
毎回２時間程度を要する。

◆成績評価の方法◆

授業での発表の内容や方法（１００％）

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-05 開講学期 前期

曜日・時限 金１ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（楽器・音響）

森　太郎, 今井　慎太郎

◆授業目標◆

楽器学・音響学に関するテーマを選び研究する。また音響評価を客観的に取り扱うための理論と実例について理解する。。

◆授業内容・計画◆

各自の興味と能力に合わせたテーマに関して発表する輪講形式をとる。
年間の計画はゼミ生と相談の上で決定します。
テキストを多く読みます。また、実験の研究報告を求めます。

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

◆準備学習の内容◆

担当の回：発表の準備または論文の執筆をすること。
担当以外の回：テーマに即した予備調査をしてくること。

◆成績評価の方法◆

グループ学習を行ないますので、遅刻や欠席は厳禁です。

輪講、授業への貢献度

◆教科書（使用テキスト）◆

『音のなんでも小事典』日本音響学会編（講談社ブルーバックス）
『音響テクノロジーシリーズ（全）』日本音響学会編（コロナ社）
『音響工学講座（全）』日本音響学会編（コロナ社）
ほか、各自に指示します。

◆参考図書◆

各自に指示します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-209 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（音楽療法）

阪上　正巳

◆授業目標◆

専門ゼミIII、IVでは、これまでに学んだ音楽療法の多様な方法、理論、実践の理解に基づきながら、グループ討論、および個別指導を通し
て、各人の選んだテーマについて、卒業論文を作成する。専門ゼミIIIでは、学生各自が論文テーマを設定し、論文素描を作成した上で、参考
文献や資料を検索・収集し、調査を進め、授業で発表・討論しながら論文の構想を練る。

◆授業内容・計画◆

次のスケジュールにしたがって論文の構想を形づくる。クラスメートの学生のプレゼンテーション時にも議論に積極的に参加し、自己の創作
に活かす。

（1）オリエンテーション
（2）論文の書き方
（3）論文テーマの設定１（提示と討論、Aグループ）
（4）論文テーマの設定２（提示と討論、Bグループ）
（5）論文素描（Aグループ）
（6）論文素描（Bグループ）
（7）文献収集法
（8）論文第１回論文構成発表（学生A）
（9）論文第１回論文構成発表（学生B）
（10）論文第１回論文構成発表（学生C）
（11）論文第１回論文構成発表（学生D）
（12）論文第１回論文構成発表（学生E）
（13）ビブリオグラフィー（Aグループ）
（14）ビブリオグラフィー（Bグループ）
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

各自のテーマに基づき卒業論文作成に向かう（テーマ設定、文献・資料収集、調査実施、構想作成など）

◆成績評価の方法◆

活発なディスカッションを期待する

平常の授業への取り組み、および課題の達成により評価する

◆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◆

授業内でその都度提示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-212(研究室） 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅢ（音楽療法）

蔭山　真美子

◆授業目標◆

各人の研究テーマに沿って、論の構成と執筆の実質的作業を行う。

◆授業内容・計画◆

第１回　音楽療法の分野におけるさまざまな研究方法を把握する
第２回　現場での実習体験をもとにした論文作成における基本的事項
第３回　研究テーマの設定
第４回　研究目的および研究方法の具体化
第５回　参考文献および研究方法のリサーチ方法について
第６回　研究計画におけるフローチャートの作成
第７回　研究における倫理、同意書の手続きなど
第８回　章立ての作成について
第９回　考察の書き方について
第１０回　個別指導
第１１回　第１回中間発表とディスカッション
第１２回　引用文献および参考文献表の作成について
第１３回　目次、謝辞を含む論文の体裁について
第１４回　第２回中間発表とディスカッション
第１５回　まとめ

◆準備学習の内容◆

テーマに応じて個々に必要とされるリサーチを積極的におこなうこと。

◆成績評価の方法◆

研究テーマに対する取り組みの姿勢を重視する。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて資料等を配布する。

◆参考図書◆

個々の学生に必要なものを提示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-307 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（作曲家・作曲）

森垣　桂一

◆授業目標◆

（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）作品の発表までの様々な過程を実践的に身につける。   （4）卒業作品を完成させる。

◆授業内容・計画◆

専門ゼミIVでは、専門ゼミIIIをふまえてより高度な創作研究を継続し、卒業作品を完成させる。
個人または集合個人レッスンの方式で、（1）～（4）の授業を進めていく。
（1）楽曲の構造、音組織、楽器法と管弦楽法等を多角的に研究する。
（2）担当教員による創作指導を受けて、創作実習と演奏審査の準備をする。（編成・規模は担当の教員と要相談）
（3）多くの作曲体験を持つために未完、完成を問わず複数の作品の創作にチャレンジする。
（4）リハーサルにおける演奏家とのコミニュケーションと、本番の演奏を演奏審査等により体験する。
上記の方針に従って、学生個々の考え、習熟度、特性に応じて、授業内容とスケジュールを決定して行く。

第1回  オリエンテーション
第2回  卒業作品創作実習（1）前半部分の基礎
第3回  卒業作品創作実習（2）前半部分の応用
第4回  卒業作品創作実習（3）中間部分の基礎
第5回  卒業作品創作実習（4）中間部分の応用
第6回  卒業作品創作実習（5）後半部分の基礎
第7回  卒業作品創作実習（6）後半部分の応用
第8回  卒業作品創作実習（7）最終チェックと作品の完成
第9回  卒業演奏審査会への準備（1）導入
第10回  卒業演奏審査会への準備（2）基礎
第11回  卒業演奏審査会への準備（3）応用
第12回  次作品創作実習（1）導入
第13回  次作品創作実習（2）基礎
第14回  次作品創作実習（3）応用
第15回  まとめ

専門ゼミIVの提出作品は「編成は自由（詳細は担当教員と相談のこと）」とする。12月と翌年2月にオーケストラ作品を中心とする卒業演奏審
査会が行われる。

◆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◆

・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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1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 4単位

備考

専門ゼミⅣ（作曲家・作曲）

神本　真理

◆授業目標◆

（１）自らの音楽語法を見出すべく、音を用いた表現芸術の可能性について、貪欲に探求する精神をもって創作に向かう。（２）１１月の卒業作
品提出に向けて、計画的に創作を進める。（３）演奏審査会に向けて、リハーサルでの円滑な進め方を学び取る。

◆授業内容・計画◆

●オーケストラ作品の創作にあたり、自身の求める音像と、それに相応しい楽器法などを的確に判断できるように、鋭敏な感覚を絶やさずに
創作に向かう。
●受講生の興味と対象に応じた楽曲を取り上げ、アナリーゼとディスカッションを行う。

（１）卒業作品の創作 vol.1（アイディアと全体像について議論する。）
（２）卒業作品の創作 vol.2（主な楽想と楽器法、オーケストレーションとの関わりにフォーカスする。）
（３）卒業作品の創作 vol.3（全体の中での“現在地”を把握しながら書き進める。）
（４）卒業作品の創作 vol.4（全体の中での1/3程を目処に書き進める。）
（５）卒業作品の創作 vol.5（全体の中での半分程を目処に書き進める。）
（６）卒業作品の創作 vol.6（全体の中での８割程を目処に書き進める。）
（７）卒業作品の創作 vol.7（ほぼ完成に近い段階まで書き進める。）
（８）卒業作品の創作 vol.8（作品の完成、および微調整と楽譜の最終チェック）
（９）楽曲分析 vol.1（声の可能性にフォーカスした作品について）
（１０）楽曲分析 vol.2（電子音響と器楽とのミクスト作品について）
（１１）楽曲分析 vol.3（発音のタイミングと残響との関わりを意識した作品について）
（１２）楽曲分析 vol.4（楽音と、そうではない音との認識の変革について）
（１３）受講生自らが選んだ任意の楽曲をテキストに、分析発表とディスカッションを行う。
（１４）今後の創作の計画について議論する。
（１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

あらゆる時代のオーケストレーションの特性を把握した上で、自身の創作への向かえるよう、各時代ごとの名作をテキストとして、楽器法の引
き出しを増やす習慣をつけておくこと。

◆成績評価の方法◆

卒業作品の創作と演奏審査会で得たことを糧に、今後の創作への新たなアプローチを貪欲に模索し続けること。

卒業作品と、平常の授業への取り組みなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

　『現代音楽を読み解く88のキーワード』ジャン＝イヴ•ボスール著、栗原　詩子訳（音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-302 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（作曲家・作曲）

斉木　由美

◆授業目標◆

⑴卒業作品を完成させる。⑵作品発表までの過程を実践的に学ぶ。⑶現代における独自性、芸術性に富む音楽作品の創造を目指す。⑷こ
れまでの学習で得た音楽的思考・技術を進展させる。

◆授業内容・計画◆

・	下記の計画に沿って授業を進めていくが、学生の個性を尊重しつつ、各人の考えや習熟度に応じて、適宜内容を決定していく。
・	楽曲研究で扱う作品は、各学生の必要に応じて決定する。

①	卒業作品の創作（アイディアと全体の構想の提示）
②	卒業作品の創作（楽想と編成）
③	卒業作品の創作（素材と構成の確定、およびスケッチ開始）
④	卒業作品の創作（全体の３割程度までを目処に書き進める）
⑤	卒業作品の創作（全体の半分までを目処に書き進める）
⑥	卒業作品の創作（全体の８割程度までを目処に書き進める）
⑦	卒業作品の創作（ほぼ完成に近い段階まで書き進める）
⑧	卒業作品の完成（微調整と楽譜の最終確認）
⑨	卒業作品演奏審査会の準備（記譜法について）
⑩	卒業作品演奏審査会の準備（楽譜と演奏の間に生じる諸問題について）
⑪	卒業作品演奏審査会の準備（自作への客観的視点と学び）
⑫	楽曲研究⑴：現代の管弦楽作品から「新しい音響」に着目して
⑬	楽曲研究⑵：現代の管弦楽作品から「時間構造」に着目して
⑭	楽曲研究⑶：受講生による楽曲分析と議論
⑮	今後の創作の計画、まとめ

◆準備学習の内容◆

⑴前期の提出作品を推敲し、卒業作品の創作に備えること。
⑵多くのオーケストラ作品を聞き、楽譜を読んで学び、楽器法やオーケストラ書法に習熟すること。
⑶音楽の創造は、古今東西の音楽のみならず様々な文化・芸術に接することで生まれ発展することがあるので、その源泉となる出会いの可
能性にはいつも自らを開いておくこと。
⑷興味ある分野への思索と探究を常に続けること。

◆成績評価の方法◆

⑴楽譜、音源、コンサート等での音楽研究を通して、音楽的視野を拡大する努力をすること。
⑵自作・他作の演奏の機会を見つけて積極的に参加し、作曲―練習―本番までに生じる様々なステージをできるだけ多く体験するように努
めること。

卒業作品による評価と、授業への取組みや出席等の平常点

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業内で適宜指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-301 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（作曲理論）

今村　央子

◆授業目標◆

作曲理論のスペシャリストとなるために必要な、知識、教養、技術を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

レッスンは個人の進度に合わせて行う。
実習を中心に行う。

1) 専門ゼミⅢの試験の復習
2) フランス和声課題（シャラン380の課題集・24の課題集、フォーシェ等）の実習①配置変換
3) フランス和声課題（シャラン380の課題集・24の課題集、フォーシェ等）の実習②経過音・刺しゅう音・倚音
4) フランス和声課題（シャラン380の課題集・24の課題集、フォーシェ等）の実習③掛留音・逸音・先取音
5) フランス和声課題（シャラン380の課題集・24の課題集、フォーシェ等）の実習④声部の増減と全体の構成
6) 創作和声課題の作曲①全体のプラン作成
7) 創作和声課題の作曲②添削
8) 創作和声課題の作曲③仕上げ
9) 学習フーガの実習①自作主題の作成
10) 学習フーガの実習②楽器編成の特徴
11) 学習フーガの実習③添削
12) 学習フーガの実習④仕上げ
13) 対位法的作品の研究（任意の作曲家の対位法的作品）
14) フランス近代作品の和声研究（任意の作曲科の作品）
15) まとめ

なお、原則として年１回行われる「フーガ演奏会」への出品を義務とする。

◆準備学習の内容◆

ゼミは主に学生が書いたものを添削する形で進むため、課題の実習、フーガの作曲は準備学習として行う。
事前に予告した実作品について和声分析、構成の分析などを行うこと。

◆成績評価の方法◆

指定された実作品の楽譜は各自用意すること。
研究した作品は自分で演奏する、複数の録音を比較するなど、演奏面からのアプローチも行うこと。

定期試験として和声、またはフーガの実習を課す。
さらに、平常点、試演内容を総合誌評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で学生のレヴェルに合わせて指示する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-302 開講学期 後期

曜日・時限 金１ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（作曲理論）

奥定　美和

◆授業目標◆

フランスの和音数字に習熟し、和声課題を作成できる。また、様々な時代様式の対位法的作品について、その書法を理解・応用し、学習フー
ガを作曲できる。

◆授業内容・計画◆

１．学習フーガ（主題の作り方、主題の和声構造と真正追迫）
２．学習フーガ（提示部のテーマ配分）
３．学習フーガ（嬉遊部の転調法）
４．学習フーガ（モティーフの展開とクライマックスの作り方）
５．学習フーガ（保続低音上の書法）
６．学習フーガ（追迫の間隔と追迫部全体のプラン）
７．和声課題の作成（副属、転調を含むバス課題）
８．和声課題の作成（AB組み合わせのバス課題）
９．和声課題の作成（階梯導入によるバス課題）
10．和声課題の作成（副属、転調を含むソプラノ課題）
11．和声課題の作成（転位音、偶成和音を含むソプラノ課題）
12．フランス近代作品の和声研究
13．J.S.Bachのフーガ作品の研究
14．J.S.Bachの対位法的オルガン作品の研究
15．作品の試演と批評

原則として年１回行われる「フーガ演奏会」への出品を義務とする。

◆準備学習の内容◆

ゼミは主に学生が書いたものを添削する形で進むため、課題の実習、フーガの作曲は準備学習として行う。
事前に予告した実作品について和声分析、構成の分析などを行うこと。
研究した作品は自分で演奏する、複数の録音を比較するなど、演奏面からのアプローチも行うこと。

◆成績評価の方法◆

「フーガ演奏会」出品作品、定期試験、平常点により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-020 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（編曲法演習）

栗山　和樹

◆授業目標◆

ポピュラー音楽、映画音楽における、オーケストラの作編曲を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1.　ポピューラースタイルによるオーケストラの基礎
2.　ユニゾン
3.　対旋律
4.　和声リズム
5.　マーチスタイルの研究
6.　実作編曲
7.　実習と添削
8.　伴奏としてのオーケストラ編曲
9.　ボーカルを主旋律とした課題の実作
10.　第９回の模範例の研究
11.　第９回の修正
12.　第１１回で指摘された問題点の修正
13.　音だし
14.　音だしの視聴とディスカッション
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

実作課題を確実にこなす。

◆成績評価の方法◆

学年末試演会提出作品評価、及び平常の授業への取組みにより評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内配布資料

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-020 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（編曲法演習）

丸山　和範

◆授業目標◆

映像または或るコンセプトにオリジナル音楽を作曲する。

多摩美術大学などの学生の映像作品とのコラボレーションに参加する楽曲を作曲する。

◆授業内容・計画◆

1オリジナルなコンセプトを作曲する
（膨大な音楽ジャンルサンプリングやシュミレーションリズムやパターンのミックスなどを踏まえてオリジナルなコンセプトのテイストを作曲す
る）前半
2オリジナルなコンセプトを作曲する
（膨大な音楽ジャンルサンプリングやシュミレーションリズムやパターンのミックスなどを踏まえてオリジナルなコンセプトのテイストを作曲す
る）後半
3民族音楽エスニック主体によるオリジナル曲を作曲する　前半
4民族音楽エスニック主体によるオリジナル曲を作曲する　後半
5コーラス主体によるオリジナル曲を作曲する　前半
6コーラス主体によるオリジナル曲を作曲する　後半
7シンセサウンド主体によるオリジナル曲（サスペンス映画の音楽）を作曲する　前半
8シンセサウンド主体によるオリジナル曲（サスペンス映画の音楽）を作曲する　後半
9学生の選んだ映像作品☆後期課題ドラマシリーズ「◯◯◯」を研究して
→「☆☆☆」の映像に選曲　前半
10学生の選んだ映像作品☆後期課題ドラマシリーズ「◯◯◯」を研究して
→「☆☆☆」の映像に選曲　後半
11学生の選んだ映像作品☆後期課題ドラマシリーズ「◯◯◯」を研究して
→「☆☆☆」の映像に作曲　前半
12学生の選んだ映像作品☆後期課題ドラマシリーズ「◯◯◯」を研究して
→「☆☆☆」の映像に作曲　後半
13多摩美アニメ対応の作曲方法の考察　アニメ音楽のいろいろと変遷考察　前半
14多摩美アニメ対応の作曲方法の考察　アニメ音楽のいろいろと変遷考察　後半
15後期ドラマ課題のまとめ

◆準備学習の内容◆

クラッシック伝統音楽の語法以外の音楽を幅広く聴く事と知る事。
日常のあらゆる場面の中で聴かれる音楽の役割について考察する事。
映像に伴うあらゆる音楽について深く聴く事。

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み方を加味し、課題への評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

●クリエイターが教えるシンセサイザー・テクニック99 （CD付き）野崎 貴朗 (著)リットーミュージック

◆参考図書◆

映画にとって音楽とはなにか/ミシェル・シオン著/勁草書房、
200CD映画音楽スコアサントラを聴く/立風書房
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◆



受講者は自分の趣向する映像作品の音楽についての研究発表を学年内に適宜行う。
作曲及び音楽制作のPC使用が望ましい。コンピュータ音楽演習など授業を受ける等、積極的な学習をすること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-02 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（コンピュータ音楽）

今井　慎太郎

◆授業目標◆

前期「専門ゼミIII」で制作した作品や学習結果を自己評価し、卒業作品の概要を最終決定する。
独創性に富み、なおかつ完成度の高い芸術作品創作に挑む。

◆授業内容・計画◆

【卒業制作ー後期】
授業予定：
Class 1）イントロダクション：授業進行概要解説、「専門ゼミI」の内容に関する全体
ディスカッション
Class 2）「専門ゼミIII」で制作した作品の技術について
Class 3）個人指導：「専門ゼミIII」で制作した作品の創作結果について
Class 4）個人指導：卒業作品へ向けての技術学習プランを検討
Class 5）個人指導：卒業作品へ向けての創作学習プランを検討
Class 6）個人指導：卒業作品形態を検討
Class 7）個人指導：卒業作品形態を決定
Class 8）コンピュータ音楽制作技術
Class 9）コンピュータ音楽創作手法
Class 10）個人指導：卒業作品の課題
Class 11）個人指導：卒業作品のためのコンピュータ音楽技術
Class 12）個人指導：卒業作品の遂行状況の確認
Class 13）個人指導：卒業作品のリハーサル進行状況の確認
Class 14）個人指導：卒業作品の改定箇所の指導
Class 15）個人指導：卒業作品の改定版の確認

卒業試験：作品発表 (１月末）

◆準備学習の内容◆

卒業作品を実現するために必要な準備。

◆成績評価の方法◆

履修条件：
コンピュータ音楽の専門ゼミIとIIの単位を取得した学生のみ。

卒業作品：90%　 授業内での作品制作への取組み：10%
（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◆

音と文明―音の環境学ことはじめ―（大橋力 著／岩波書店）
魔法の世紀（落合陽一 著／PLANETS）
アルゴリズムが世界を支配する（クリストファー・スタイナー／角川書店）
日本文化における時間と空間（加藤周一 著／岩波書店）
数量化革命（アルフレッド・W. クロスビー 著／紀伊国屋書店）
ゲーデル、エッシャー、バッハ―あるいは不思議の環（ダグラス・R. ホフスタッター 著／白揚社）
声の文化と文字の文化（ウォルター・J. オング 著／藤原書店）
Sound Composition（Trevor Wishart／Orpheus the Pantomime Ltd）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 2-04 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（コンピュータ音楽）

莱　孝之

◆授業目標◆

前期「専門ゼミIII」で制作した作品や学習結果を自己評価し、卒業作品の概要を最終決定する。
独創性に富み、なおかつ完成度の高い芸術作品創作に挑む。

◆授業内容・計画◆

【卒業制作ー後期】
授業予定：
Class 1）イントロダクション：授業進行概要解説、「専門ゼミI」の内容に関する全体ディスカッション
Class 2）「専門ゼミIII」で制作した作品の技術について
Class 3）個人指導：「専門ゼミIII」で制作した作品の創作結果について
Class 4）個人指導：卒業作品へ向けての技術学習プランを検討
Class 5）個人指導：卒業作品へ向けての創作学習プランを検討
Class 6）個人指導：卒業作品形態を検討
Class 7）個人指導：卒業作品形態を決定
Class 8）コンピュータ音楽制作技術
Class 9）コンピュータ音楽創作手法
Class 10）個人指導：卒業作品の課題
Class 11）個人指導：卒業作品のためのコンピュータ音楽技術
Class 12）個人指導：卒業作品の遂行状況の確認
Class 13）個人指導：卒業作品のリハーサル進行状況の確認
Class 14）個人指導：卒業作品の改定箇所の指導
Class 15）個人指導：卒業作品の改定版の確認

卒業試験：作品発表 (１月末）

◆準備学習の内容◆

卒業作品を実現するために必要な準備をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

履修条件：
コンピュータ音楽の専門ゼミIとIIの単位を取得した学生のみ。

卒業作品：90% 　授業内での作品制作への取組み：10%
（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◆

日本文化における時間と空間（加藤周一 著／岩波書店）
数量化革命（アルフレッド・W. クロスビー 著／紀伊国屋書店）
ゲーデル、エッシャー、バッハ―あるいは不思議の環（ダグラス・R. ホフスタッター 著／白揚社）
声の文化と文字の文化（ウォルター・J. オング 著／藤原書店）
Sound Composition（Trevor Wishart／Orpheus the Pantomime Ltd）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-303（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（音楽学）

友利　修

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

後期（専門ゼミIV）では、前期（専攻ゼミIII）の成果を踏まえて研究を更に進め、論文にまとめる。
第１回：研究報告と論文作成（構成確認）
第２回：研究報告と論文作成（部分執筆 1/9）
第３回：研究報告と論文作成（部分執筆 2/9）
第４回：研究報告と論文作成（部分執筆 3/9）
第５回：研究報告と論文作成（部分執筆 4/9）
第６回：研究報告と論文作成（部分執筆 5/9）
第７回：研究報告と論文作成（部分執筆 6/9）
第８回：研究報告と論文作成（部分執筆 7/9）
第９回：研究報告と論文作成（部分執筆 8/9）
第10回：研究報告と論文作成（部分執筆 9/9）
第11回：研究報告と論文作成（全体調整 1/2）
第12回：研究報告と論文作成（全体調整 2/2）
第13回：研究報告と論文作成（最終確認）
第14回：研究報告と論文作成（完成）
第15回：発表（予定)

◆準備学習の内容◆

前期での調査に基づき、研究を更に進め、最終的な形にまとめていく。

◆成績評価の方法◆

課題研究の成果物としての論文と口述試験を基礎とし、授業の平常点を加味する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-216（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（音楽学）

横井　雅子

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

後期（専門ゼミIV）では、前期（専攻ゼミIII）の成果を踏まえて研究を更に進め、論文にまとめる。
第１回：研究報告と論文作成（構成確認）
第２回：研究報告と論文作成（部分執筆 1/9）
第３回：研究報告と論文作成（部分執筆 2/9）
第４回：研究報告と論文作成（部分執筆 3/9）
第５回：研究報告と論文作成（部分執筆 4/9）
第６回：研究報告と論文作成（部分執筆 5/9）
第７回：研究報告と論文作成（部分執筆 6/9）
第８回：研究報告と論文作成（部分執筆 7/9）
第９回：研究報告と論文作成（部分執筆 8/9）
第10回：研究報告と論文作成（部分執筆 9/9）
第11回：研究報告と論文作成（全体調整 1/2）
第12回：研究報告と論文作成（全体調整 2/2）
第13回：研究報告と論文作成（最終確認）
第14回：研究報告と論文作成（完成）
第15回：発表（予定)

◆準備学習の内容◆

前期での調査に基づき、研究を更に進め、最終的な形にまとめていく。

◆成績評価の方法◆

課題研究の成果物としての論文と口述試験を基礎とし、授業の平常点を加味する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 時間外 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（音楽学）

沼口　隆

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

後期（専門ゼミIV）では、前期（専攻ゼミIII）の成果を踏まえて研究を更に進め、論文にまとめる。
第１回：研究報告と論文作成（構成確認）
第２回：研究報告と論文作成（部分執筆 1/9）
第３回：研究報告と論文作成（部分執筆 2/9）
第４回：研究報告と論文作成（部分執筆 3/9）
第５回：研究報告と論文作成（部分執筆 4/9）
第６回：研究報告と論文作成（部分執筆 5/9）
第７回：研究報告と論文作成（部分執筆 6/9）
第８回：研究報告と論文作成（部分執筆 7/9）
第９回：研究報告と論文作成（部分執筆 8/9）
第10回：研究報告と論文作成（部分執筆 9/9）
第11回：研究報告と論文作成（全体調整 1/2）
第12回：研究報告と論文作成（全体調整 2/2）
第13回：研究報告と論文作成（最終確認）
第14回：研究報告と論文作成（完成）
第15回：発表（予定)

◆準備学習の内容◆

前期での調査に基づき、研究を更に進め、最終的な形にまとめていく。

◆成績評価の方法◆

課題研究の成果物としての論文と口述試験を基礎とし、授業の平常点を加味する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（音楽学）

沼口　隆

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

後期（専門ゼミIV）では、前期（専攻ゼミIII）の成果を踏まえて研究を更に進め、論文にまとめる。
第１回：研究報告と論文作成（構成確認）
第２回：研究報告と論文作成（部分執筆 1/9）
第３回：研究報告と論文作成（部分執筆 2/9）
第４回：研究報告と論文作成（部分執筆 3/9）
第５回：研究報告と論文作成（部分執筆 4/9）
第６回：研究報告と論文作成（部分執筆 5/9）
第７回：研究報告と論文作成（部分執筆 6/9）
第８回：研究報告と論文作成（部分執筆 7/9）
第９回：研究報告と論文作成（部分執筆 8/9）
第10回：研究報告と論文作成（部分執筆 9/9）
第11回：研究報告と論文作成（全体調整 1/2）
第12回：研究報告と論文作成（全体調整 2/2）
第13回：研究報告と論文作成（最終確認）
第14回：研究報告と論文作成（完成）
第15回：発表（予定)

◆準備学習の内容◆

前期での調査に基づき、研究を更に進め、最終的な形にまとめていく。

◆成績評価の方法◆

課題研究の成果物としての論文と口述試験を基礎とし、授業の平常点を加味する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（音楽学）

課題研究

沼口　隆

◆授業目標◆

専門ゼミIIIの内容をふまえ、各人が提出期限（１月初旬を予定）までに課題を提出できるようにする。

◆授業内容・計画◆

　各人が充実した成果を提出できるように、課題研究を具体的に進めてゆく。初回には、夏休み中の成果も含め、それまでに行ったことを整
理し、目次の内容や執筆計画を見直す機会も設けたい。
　論文執筆を中心とする場合には特に、註の付け方や文献表の作成の仕方など、論文を書く上での基礎的な技術を身につけ、書くべきこと
をきちんとまとめられるようにすることに重点を置く。
　ゼミの形態は、口頭発表とそれに関するディスカッションを中心に、受講者の研究課題や人数などに応じて柔軟に考えたい。

○各回の概要（予定）
第１回　中間報告:夏休みの成果報告
第２回　今後の目標設定
第３回　文献表を作る
第４回　個人発表（１）学生Ａによる発表
第５回　個人発表（２）学生Ｂによる発表
第６回　個人発表（３）学生Ｃによる発表
第７回　中間まとめ
第８回　論文の書き方について
第９回　中間報告（１）学生Ａによる報告
第10回　中間報告（２）学生Ｂによる報告
第11回　中間報告（３）学生Ｃによる報告
第12回　総括ディスカッション（１）学生Ｃをリーダーとして
第13回　総括ディスカッション（２）学生ＡまたはＢををリーダーとして
第14回　執筆にあたって：具体的な問題とその解決法（１）目次の確定
第15回　執筆にあたって：具体的な問題とその解決法（２）表現上の注意点

◆準備学習の内容◆

課題研究の提出に向けたステップとして、授業内での個人発表のために日々準備を進めてもらう。

◆成績評価の方法◆

・論文の提出が近づき、個人指導に近い形が多くなった場合にも、受講者全員が毎週、所定の時間に来られるようにしておくこと（「専門ゼミ
IV」という90分間を履修していることを忘れないように！）
・「結果」ばかりでなく、取り組む姿勢も重視したい。

　出席状況、授業内発表、ディスカッションへの参加態度、課題への取り組みの姿勢、課題研究。
　課題研究の提出・評価については、音楽研究コースにおける「卒業論文」のそれに準ずるものとする。したがって、要旨の提出や口述試問
も課する。ただし、課題の内容が音楽実践などを中心とするものになった場合、提出物の体裁等については、随時判断して指導するものとす
る。
　分量に関しては、論文の場合には下限20,000字（400字詰め原稿用紙50枚相当）、その他の提出物を中心とした場合の研究レポートの類に
ついては下限8,000字（400字詰め原稿用紙20枚相当）を予定している。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

適宜指定する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０６

講義室 3-301 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（音楽学）

中溝　一恵

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

後期（専門ゼミIV）では、前期（専攻ゼミIII）の成果を踏まえて研究を更に進め、論文にまとめる。
第１回：研究報告と論文作成（構成確認）
第２回：研究報告と論文作成（部分執筆 1/9）
第３回：研究報告と論文作成（部分執筆 2/9）
第４回：研究報告と論文作成（部分執筆 3/9）
第５回：研究報告と論文作成（部分執筆 4/9）
第６回：研究報告と論文作成（部分執筆 5/9）
第７回：研究報告と論文作成（部分執筆 6/9）
第８回：研究報告と論文作成（部分執筆 7/9）
第９回：研究報告と論文作成（部分執筆 8/9）
第10回：研究報告と論文作成（部分執筆 9/9）
第11回：研究報告と論文作成（全体調整 1/2）
第12回：研究報告と論文作成（全体調整 2/2）
第13回：研究報告と論文作成（最終確認）
第14回：研究報告と論文作成（完成）
第15回：発表（予定)

◆準備学習の内容◆

前期での調査に基づき、研究を更に進め、最終的な形にまとめていく。

◆成績評価の方法◆

課題研究の成果物としての論文と口述試験を基礎とし、授業の平常点を加味する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０７

講義室 5-315（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（音楽学）

吉成　順

◆授業目標◆

音楽学研究コース生対象の専門ゼミ。
受講生各自の関心に応じた内容で論文を作成する。

◆授業内容・計画◆

後期（専門ゼミIV）では、前期（専攻ゼミIII）の成果を踏まえて研究を更に進め、論文にまとめる。
第１回：研究報告と論文作成（構成確認）
第２回：研究報告と論文作成（部分執筆 1/9）
第３回：研究報告と論文作成（部分執筆 2/9）
第４回：研究報告と論文作成（部分執筆 3/9）
第５回：研究報告と論文作成（部分執筆 4/9）
第６回：研究報告と論文作成（部分執筆 5/9）
第７回：研究報告と論文作成（部分執筆 6/9）
第８回：研究報告と論文作成（部分執筆 7/9）
第９回：研究報告と論文作成（部分執筆 8/9）
第10回：研究報告と論文作成（部分執筆 9/9）
第11回：研究報告と論文作成（全体調整 1/2）
第12回：研究報告と論文作成（全体調整 2/2）
第13回：研究報告と論文作成（最終確認）
第14回：研究報告と論文作成（完成）
第15回：発表（予定)

◆準備学習の内容◆

前期での調査に基づき、研究を更に進め、最終的な形にまとめていく。

◆成績評価の方法◆

課題研究の成果物としての論文と口述試験を基礎とし、授業の平常点を加味する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-316（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（情報・社会）

野中　映

◆授業目標◆

各自のテーマに従って課題研究を作成する。それにより自己の成果を確認することができる。

◆授業内容・計画◆

第１回：リサーチング・ベロシティの決定
第２回：パブリック・ストラテジーの検討
第３回：研究テーマに沿ったコンセプトの追認
第４回：コンセプトに伴うアイデンティティの追認
第５回：研究用ハッシュタグの確認
第６回：リサーチング・パラメーターの確認
第７回：ユニット・ストラクチャーの追認
第８回：ポップアップの設定確認
第９回：リンクの設定確認
第１０回：エンベロープの設定確認
第１１回：フィルタリングの見直し
第１２回：アイコンの設定
第１３回：ユニット・ストラクチャーを確定する
第１４回：プレゼンテーションの準備作業
第１５回：課題研究の完成

◆準備学習の内容◆

発表内容を準備して、資料を作成しておくこと。

◆成績評価の方法◆

課題研究の内容および口頭試問（１００％）

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-05 開講学期 後期

曜日・時限 金１ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（楽器・音響）

森　太郎, 今井　慎太郎

◆授業目標◆

楽器学・音響学に関するテーマを選び研究する。また音響評価を客観的に取り扱うための理論と実例について理解する。。

◆授業内容・計画◆

各自の興味と能力に合わせたテーマに関して発表する輪講形式をとる。
年間の計画はゼミ生と相談の上で決定します。
テキストを多く読みます。また、実験の研究報告を求めます。

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

◆準備学習の内容◆

担当の回：発表の準備または論文の執筆をすること。
担当以外の回：テーマに即した予備調査をしてくること。

◆成績評価の方法◆

グループ学習を行ないますので、遅刻や欠席は厳禁です。

輪講、授業への貢献度

◆教科書（使用テキスト）◆

各自に指示します。

◆参考図書◆

『音のなんでも小事典』日本音響学会編（講談社ブルーバックス）
『音響テクノロジーシリーズ（全）』日本音響学会編（コロナ社）
『音響工学講座（全）』日本音響学会編（コロナ社）
ほか、各自に指示します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-209 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（音楽療法）

阪上　正巳

◆授業目標◆

専門ゼミIII、IVでは、これまでに学んだ音楽療法の多様な方法、理論、実践の理解に基づきながら、各人の選んだテーマについて、卒業論文
を作成する。専門ゼミIVでは、専門ゼミIIIで設定した各自のテーマに基づき、さらなる討論や個別指導を通して論文を完成させる。

◆授業内容・計画◆

授業内の討論、および個別指導を通して、実際に卒業論文を作成していく。クラスメートの学生のプレゼンテーション時にも議論に積極的に
参加し、研究に協力するとともに自己の創作に活かす。

（1）論文第２回論文構成発表（学生A）
（2）論文第２回論文構成発表（学生B）
（3）論文第２回論文構成発表（学生C）
（4）論文第２回論文構成発表（学生D）
（5）論文第２回論文構成発表（学生E）
（6）論文中間発表（学生A）
（7）論文中間発表（学生B）
（8）論文中間発表（学生C）
（9）論文中間発表（学生D）
（10）論文中間発表（学生E）
（11）個別指導（学生A）
（12）個別指導（学生B）
（13）個別指導（学生C）
（14）個別指導（学生D）
（15）個別指導（学生E）

◆準備学習の内容◆

各自のテーマに基づき卒業論文作成を進める

◆成績評価の方法◆

活発なディスカッションを期待する

平常の授業への取り組み、および完成した卒業論文により評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でその都度提示

◆参考図書◆

授業内でその都度提示

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-212(研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ（音楽療法）

蔭山　真美子

◆授業目標◆

論文の執筆作業の推進

◆授業内容・計画◆

・論文の完成へ向けて論の推敲を重ねるとともに、抄録集のためのレジュメ作成、卒業研究の発表へ向けた指導を行う。
・論文提出までのスケジュールに沿って、必要な個別指導も行う。

第１回　夏休みの成果の発表とディスカッション
第２回　個別指導（１）ディスカッションの振り返り
第３回　個別指導（２）章立ての確認と全体の構成について
第４回　個別指導（３）各章の精査(前半)
第５回　個別指導（４）各章の精査(後半)
第６回　第３回中間発表とディスカッション
第７回　個別指導（５）ディスカッションの振り返り
第８回　個別指導（６）考察の章について
第９回　個別指導（７）レジュメの作成
第１０回　個別指導（８）第一稿提出
第１１回　第４回中間発表とディスカッション
第１２回　個別指導（９）全体の修正・加筆など
第１３回　個別指導（１０）最終稿提出
第１４回　レジュメの提出
第１５回　卒業研究発表

◆準備学習の内容◆

・個別指導を中心に論文内容の指導をおこなうので、各ページのコピーを２部ずつ用意してくること。
・研究発表へ向けたパワーポイントを作成すること。
・抄録集のためのレジュメを作成すること。
・研究発表のための（読み）原稿を作成すること。

◆成績評価の方法◆

・卒業論文の提出
・抄録の提出
・卒業研究発表会への参加

◆教科書（使用テキスト）◆

特定しない。

◆参考図書◆

個々の学生に必要なものを提示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-16 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

和声・対位法Ⅴ

石井　佑輔

◆授業目標◆

これまで習得した和声、対位法の延長としてさらに高度な調性音楽の研究と書式（エクリチュール）を体得する。

◆授業内容・計画◆

履修者は和声および対位法（フーガ）を選択。両方することも可能です。

和声は以下の要領で進めますが、履修者のレヴェルに即した進度で行います。

1．H.Challan　24の課題集より抜粋（偶成和音を含む 前半）
2．H.Challan　24の課題集より抜粋（偶成和音を含む 後半）
3．H.Challan　24の課題集より抜粋（遠隔転調）
4．R.Duclos　24の課題集より抜粋　（近代スタイルの和声）
5．P.Fauchet 50のバス課題より抜粋（主題動機の扱い 前半）
6．P.Fauchet 50のバス課題より抜粋（主題動機の扱い 後半）
7．P.Fauchet 40の課題集より抜粋（転調 前半）
8．P.Fauchet 40の課題集より抜粋（転調 後半）
9．島岡譲のバス課題
10．島岡譲のソプラノ課題
11．J.Rueffのソプラノ課題
12．J.C.Raynaudのバス課題
13．コラール書法（バッハ様式 前半）
14．コラール書法（バッハ様式 後半）
15．まとめ

対位法を履修する場合は従来の学習フーガに加え、2つの対唱を持つフーガ、二重フーガ等の分析、実施も試みます。希望者はフーガ演奏
会への出品が可能。

◆準備学習の内容◆

課題の実施

◆成績評価の方法◆

和声・対位法Ⅳの単位を修得していること。

平常の取り組み＋試験

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-16 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

和声・対位法Ⅵ

石井　佑輔

◆授業目標◆

これまで習得した和声、対位法の延長としてさらに高度な調性音楽の研究と書式（エクリチュール）を体得する。

◆授業内容・計画◆

前期同様、履修者は和声、対位法（フーガ）のどちらかを選択。または両方することも可能です。

和声は以下の要領で進めますが、履修者のレヴェルに即した進度で行います。

1．コラール書法の復習（前期の復習）
2．島岡譲のアルテルネ課題 前半（総合課題１）
3．島岡譲のアルテルネ課題 後半（総合課題２）
4．パリ国立高等音楽院入試課題 前半（総合課題３）
5．パリ国立高等音楽院入試課題 後半（総合課題４）
6．B.De Crepyのバッハ様式によるバス課題 前半
7．B.De Crepyのバッハ様式によるバス課題 後半
8．弦楽四重奏の書法（解説）
9．ピアノ伴奏の書法（解説）
10．バロック様式（バッハ）  弦楽四重奏
11．バロック様式（バッハ）  ピアノ（鍵盤）伴奏
12．古典様式（モーツァルト）  弦楽四重奏
13．ロマン派様式（シューベルト）  弦楽四重奏
14．ロマン派様式（シューマン）  弦楽四重奏およびピアノ伴奏
15．まとめ

対位法を履修する場合は従来の学習フーガに加え、2つの対唱を持つフーガ、二重フーガ等の分析、実施も試みます。希望者はフーガ演奏
会への出品が可能。

◆準備学習の内容◆

課題の実施

◆成績評価の方法◆

和声・対位法Ⅴの単位を修得していること。

平常の取り組み＋試験

◆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◆



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 2-02 開講学期 前期

曜日・時限 時間外 単位数 2単位

備考

コンピュータ音楽プログラミングＡⅠ

コート　リッピ

◆授業目標◆

The purpose of the class is to present the students with software examples, encouraging them to freely explore the possibilities offered,
with the goal of learning to modify to the examples and create their own software patches. Acoustics, psychoacoustics, digital signal
processing and general programming will all be explored through the example software, making use of the "E-A_MusicPrimer", Max/MSP
Tutorials, and the "Ma(r)xTutorials_Folder" examples.

◆授業内容・計画◆

Day-1:
MIDI, sequencing, and algorithmic composition,  comparison of MIDI and audio step-sequencers
Day-2:
Audio and Psychoacoustic Basics: waveforms, masking, phase, beating, clipping,  harmonics, additive synthesis, and subtractive synthesis
Day-3:
Audio Filtering and LFO modulation (timbre modulation, amplitude modulation, and frequency modulation)

◆準備学習の内容◆

First of all, please review Max programming techniques that you studied in previous years.
Then, please check “E-A_MusicPrimer” and “Ma(r)xTutorials” in advance.
Information regarding them is available at:
http://cycling74.com/project/e-a_musicprimer5/.
And, the files can be downloaded from:
http://www.ohio.edu/people/phillipm/public_html/MaxResources.html

In addition, please try to brush up your English before the class begins.

◆成績評価の方法◆

The class is taught in English.

Your activity and understanding of objectives in the class will be assessed.

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

“E-A_MusicPrimer” and “Ma(r)xTutorials”
Information regarding them is available at:
http://cycling74.com/project/e-a_musicprimer5/.
And, the files can be downloaded from:
http://www.ohio.edu/people/phillipm/public_html/MaxResources.html

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 時間外 単位数 2単位

備考

コンピュータ音楽プログラミングＡⅡ

片桐　健順

◆授業目標◆

PA機器をコンピューターソフトウェアの側面から習得し、音楽的活動に紐付けできるようにする

◆授業内容・計画◆

YAMAHAのデジタルミキサー用ソフトウェアを使用し、
CL-5などの制御手法を学習する。
またMeyerSoundのGALILEO用ソフトウェアを使用し、
音場補正などの技術手法を学習する。
授業後半では、アコースティック楽器とコンピュータシステムを統合する
インタラクティブ・コンピュータ音楽実現の為の技術的、及び美学的課題を
いかに解決してゆくか、さまざまなケースを想定し実践する。

◆準備学習の内容◆

普段からコンピューターに親しみ、音と数字の関係を見いだせるようにする

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取り組み、及び実習により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で適宜配布

◆参考図書◆

ホールの響きと音楽演奏（ユルゲン・メイヤー著、日高孝之訳、市ヶ谷出版社刊）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-05 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

コンピュータ音楽プログラミングＢⅠ

莱　孝之

◆授業目標◆

[卒業プロジェクト-前期]
３年間学んできた知識や技術を「卒業プロジェクト」として、一つの記録に残る「成果」にまとめあげる。

履修者は二つのプロジェクト形式:
	A) アプリケーション開発、B) 研究論文執筆
から一つを選択し、各自が具体的な開発目標、研究課題を設定する。

当クラス、及び後期「コンピュータ音楽プログラミングBII」を通して開発／研究を遂行し、最終的に卒業論文として提出する。

◆授業内容・計画◆

A) アプリケーション開発
以下の三つの可能性を想定するが、他の開発環境利用も認める。
1) Maxの「アプリケーション化」機能を応用し、一般ユーザ向けのAudio、Audio Visual、またはVisualソフトウェアを開発する。（例: オーディオ・
エフェクター、VJソフト等）
2) Max SDKを使用して、Maxのエクスターナル・オブジェクトを開発する
3) Xcode開発環境を用い、Mac用、またはiPhone／iPad向けアプリケーションを開発する。

B) 研究論文執筆
コンピュータ音楽、またはデジタル・アートに関連する研究テーマを設定することが望ましいが、広く音楽、芸術、文化等に関するテーマを選
択することも可とする。履修者は関係文献を講読し、必要に応じて独自リサーチを実施、研究を遂行していく。

授業予定:
Class 1) イントロダクション：授業目標の概要説明
Class 2) 各自の卒業プロジェクトの可能性について、全員でディスカッション
Class 3) 個人指導：卒業プロジェクトのテーマの可能性
Class 4) 個人指導：卒業プロジェクトのテーマ検討
Class 5) 個人指導：卒業プロジェクトのテーマを決定
Class 6) 個人指導：卒業プロジェクト資料調査
Class 7) 個人指導：卒業プロジェクト研究遂行プラン検討
Class 8) 個人指導：卒業プロジェクト研究遂行プラン決定
Class 9) 個人指導：卒業プロジェクト資料精査
Class 10) 各自の研究テーマに関し、フリートーク
Class 11) 個人指導：卒業プロジェクトのテーマ再検討
Class 12) 個人指導：卒業プロジェクト研究遂行プラン再検討
Class 13) 個人指導：卒業プロジェクト資料の確認
Class 14) プレゼンテーション: 中間発表
Class 15）個人指導：これからの課題

◆準備学習の内容◆

各々が、過去に学習してきた内容に照らし合わせ、卒業プロジェクトのテーマとして何が相応しいか熟慮しておくこと。授業開始当初には、い
くつかテーマの候補を用意しておくことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

中間発表:60%、平常の授業への取り組み:40%
(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◆



原則として、コンピュータ音楽コース履修学生のみ。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-05 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

コンピュータ音楽プログラミングＢⅡ

莱　孝之

◆授業目標◆

[卒業プロジェクト-後期]
各履修者は「コンピュータ音楽プログラミングBI」において設定したA)アプリケーション開発、またはB) 研究論文執筆を引き続き遂行し、最終
的に卒業論文として提出する。

◆授業内容・計画◆

授業予定:
Class 1) 個人指導：夏休み中の研究進展状況を報告
Class 2) 各自の研究テーマに関し、フリートーク
Class 3) 個人指導：卒業プロジェクト完了へ向けての道筋の確認
Class 4) 個人指導：卒業プロジェクト資料再調査
Class 5) 個人指導：卒業プロジェクト資料再精査
Class 6) 個人指導：卒業プロジェクト資料の再確認
Class 7) 個人指導：論文執筆開始にあたって
Class 8) 個人指導：最終提出フォーマットの検討
Class 9) 各自の研究テーマに関し、フリートーク
Class 10) 個人指導：最終提出物の決定
Class 11) 個人指導：論文執筆状況の確認
Class 12) 個人指導：論文資料の確認
Class 13) 個人指導：最終提出物の確認
Class 14) 個人指導：論文執筆状況の確認
Class 15) 個人指導：卒業論文プレゼンテーション手法

アプリケーション開発遂行者はベータ版を、研究論文執筆者は草稿を10月中に提出する。

ベータ版／草稿提出日、最終論文／アプリケーション提出日、最終プレゼンテーションの日時は後日決定する。

卒業プロジェクト最終提出物：
A) アプリケーション開発
	1) アプリケーション
	2) 開発テーマに関する背景解説、およびアプリケーションの独自性や特徴等に関する小論文(4,000~8,000字程度)
	3) マニュアル (文字数は定めない)
	4) 添付資料等 (必要があれば）

B) 研究論文執筆
	1) 研究論文 (20,000字以上)
	2) 添付資料等 (必要があれば）

いずれのプロジェクトにおいても、ハードコピー(印刷・製本したもの）とデジタル・データ（CDROM、またはDVDROM）を提出すること。

◆準備学習の内容◆

各自の研究テーマに則し、関連する資料を吟味し、使用となる技術を学習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

最終提出物 (A または B): 80%、プレゼンテーション: 20%、なお、ベータ版／草稿の提出がなかった場合、もしくは提出期日に遅れた場合は、
減点とする。
 (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◆



原則として、コンピュータ音楽コース履修学生のみ。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

CML417N

コンピュータ音楽概論Ａ

今井　慎太郎

◆授業目標◆

レポートや技術論文の書き方を習得できる。研究テーマへのリサーチ技術を磨くことができる。論文や書籍の講読を通して、コンピュータ音楽
に関連する技術への理解を深めることができる。

◆授業内容・計画◆

日本語で正確な文章を書くための技法と、レポートや論文を書く際の手順や方法、効果的なプレゼンテーションの方法を習得する。

情報処理学会音楽情報科学研究会や先端芸術音楽創作学会が発行している研究報告（和文）、国際コンピュータ音楽会議研究報告（英文）
等に掲載された論文、その他書籍などを講読し、コンピュータ音楽関連技術の最新情報を学ぶ。同時に、英文読解力を高める。

最終課題として、各々が研究テーマを設定し調査を行う。成果はレポートとしてまとめると同時に、KeynoteもしくはPowerPointを用いて発表
（プレゼンテーション）する。

1）日本語文章技術1　修飾する側とされる側
2）日本語文章技術2　修飾の順序
3）日本語文章技術3　句読点
4）論文執筆技術1　事実と意見の区別
5）論文執筆技術2　目標規定文
6）論文執筆技術3　論文の構成
7）論文講読1　人文系論文より
8）論文講読2　技術系論文より
9）英語論文講読1　人文系論文より
10）英語論文講読2　技術系論文より
11）研究1　調査方法
12）研究2　図書館の使い方
13）研究3　インターネットの検索法
14）プレゼンテーション技術
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げる書籍や論文に事前に目を通しておくこと。研究テーマへの関心を日ごろから維持し、関連する情報をストックしておくこと。

◆成績評価の方法◆

授業内評価、プレゼンテーション

◆教科書（使用テキスト）◆

レポートの組み立て方（木下是雄 著／筑摩書房）
日本語の作文技術（本多勝一 著／朝日新聞社出版局）

◆参考図書◆

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）
日本の電子音楽（川崎弘二 著／愛育社）
Designing Sound（Andy Farnell／The MIT Press）
Computer Music Journal（The MIT Press）
Organized Sound（Cambridge University Press）

◆留意事項◆



履修定員：8名
履修条件：コンピュータ音楽専修、及びコンピュータ音楽コース所属学生、または1、2年次にコンピュータ応用コアを履修した学生のみ。



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 2-02 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

CML418N

コンピュータ音楽概論Ｂ

莱　孝之

◆授業目標◆

[小論文執筆と英論文講読] 　1) K.シュトックハウゼンの論文「Structure and Experiential Time」（Die Reihe, English Edition:Vol.2 "Anton
Webern" Part 2 "Analytical", PP64-74, 1958）を英文で講読し、時間芸術創作法に関して考察する。  2) 各自が研究テーマを設定し、研究結
果を小論文にまとめる。

◆授業内容・計画◆

授業予定：
Class 1) イントロダクション：授業目標の概要説明
Class 2) 個人指導：各自の研究テーマ検討
Class 3) 個人指導：各自の研究テーマ確定
Class 4)  K.シュトックハウゼンの論文「Structure and Experiential Time」を全員で講読。
Class 5)  K.シュトックハウゼンの論文「Structure and Experiential Time」を全員で講読。
Class 6)  K.シュトックハウゼンの論文「Structure and Experiential Time」を全員で講読。
Class 7)  K.シュトックハウゼンの論文「Structure and Experiential Time」を全員で講読。
Class 8) 個人指導：各自の研究遂行状況確認
Class 9) 個人指導：各自の研究遂行の指導
Class 10) 中間発表：各自、研究の進行状況を発表し、全員でディスカッション
Class 11) 個人指導：各自の研究遂行状況確認
Class 12) 個人指導：各自の研究論文の書き方
Class 13) 個人指導：各自の研究プレゼンテーション準備
Class 14) プレゼンテーション：研究成果を発表　前半
Class 15) プレゼンテーション：研究成果を発表　後半

◆準備学習の内容◆

1) 各自、上記のシュトックハウゼンの論文を読んでおくこと。（予習が必ず必要です)
2) 研究テーマを考えておくこと。

◆成績評価の方法◆

各自が研究テーマを設定し、小論文（6000~10000字)を執筆する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で配布。

◆参考図書◆

Die Reihe Heft 2: Anton Webern
シュトックハウゼン音楽論集  [清水 穣翻訳、エートル叢書]
ほか、各自設定の研究テーマに関する資料等。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4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 1単位

備考

音楽学研究法Ⅲ

友利　修

◆授業目標◆

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（教員A）
第３回  教員発表（教員B）
第４回  文献紹介１（学部４年生 グループA）
第５回  文献紹介２（学部４年生 グループB）
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◆

・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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

音楽学研究法Ⅳ

友利　修

◆授業目標◆

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（グループA）
第２回  修論プロスペクトと文献紹介（グループB）
第３回  卒論プロスペクト１（グループA）
第４回  卒論プロスペクト２（グループB）
第５回  教員発表（教員C）
第６回  教員発表（教員D）
第７回  教員発表（教員E）
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◆

・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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年,4年 クラス ０１

講義室 2-25 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

MTL401N

音楽療法研究Ⅲ

八重田　美衣

◆授業目標◆

本授業は毎時間課題とされた国内・外の研究論文をすべて熟読してあることを前提とする。学生は、音楽療法臨床場面の映像資料を様々な
角度から分析し、文献、映像資料に対する互いの疑問、発見、理解をシェアーするディスカッションを通して、とらえ方の違いや多様性を学
び、洞察力を高めることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

１、音楽療法の定義
２、医療的実践
３、教育的実践
４、生態学的実践
５、ノードフ・ロビンズ「創造的音楽療法」
６、チーム医療における重症心身障害児・者への音楽療法
７、聴力障害児・者への音楽療法
８、自閉症児・者への音楽療法
９、レット症候群児・者への音楽療法
10、情緒障害児への音楽療法
11、質的リサーチと量的リサーチ
12、認知・コミュニケーションの発達学
13、音楽療法士の倫理綱領1  「インフォームドコンセント」
14、音楽療法士の倫理綱領2  「守秘義務」
15、まとめ

◆準備学習の内容◆

配布資料を熟読し、疑問点、感想をもって授業にのぞむこと。

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取り組み、提出レポートにより評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『音楽療法を定義する』ケネス・E・ブルシア著（東海大学出版部）

◆参考図書◆

授業内において、随時紹介していきます。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年,4年 クラス ０１

講義室 2-25 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

MTL402N

音楽療法研究Ⅳ

八重田　美衣

◆授業目標◆

本授業は毎時間課題とされた国内・外の研究論文をすべて熟読してあることを前提とする。学生が一つ一つの論文について、互いの疑問、
発見、理解をシェアーするディスカッションを通して、とらえ方の違いや多様性を学び、洞察力を高めることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

１、オリエンテーション
２、心理療法的実践
３、支持的音楽心理療法
４、洞察音楽心理療法
５、プリーストリー「分析的音楽療法」
６、変容的音楽心理療法
７、精神病院での様々な音楽療法
８、被虐待児・者への音楽療法
９、GIMによる音楽療法
10、緩和ケアーにおける音楽療法
11、出産時の音楽療法
12、高齢者への音楽療法
13、質的リサーチと量的リサーチ
14、音楽療法士の倫理綱領
15、まとめ

◆準備学習の内容◆

配布資料を熟読し、疑問点、感想をもって授業にのぞむこと。

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取り組み、提出レポートにより評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『音楽療法を定義する』ケネス・E・ブルシア（東海大学出版部）

◆参考図書◆

授業内において、随時紹介していきます。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-C 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

MTS413N

器楽合奏Ⅲ

折山　もと子

◆授業目標◆

合奏はイメージ、感覚の増幅装置としてとらえることができ、リアルな内的世界の表出と身体的、生理的感覚の触発も可能である。
しかし、そのような合奏を従来のように訓練を通して行うようでは、病院や施設あるいは奏者によっては、本来の目的に達する以前に挫折さ
せてしまうなど、リスクも伴いやすい。
できる限り訓練を排して即演奏に導き、身体性や感性を触発する豊かな音響を伴う合奏を体験しながら自己実現～表現が可能になるよう、
音楽家丹野修一によって長年研究されたものが「合奏システム」である。
指導者が合奏システムに沿って構成手法・表現力を養い磨くことによって、どのような奏者も数分たりとも訓練なしに、即時に合奏空間に誘
われ、リアルな演奏体験が可能になるのである。

本授業では、合奏システムのカリキュラムに基づき、上記の合奏の基礎実習を積む。
前期は合奏の基盤となる伴奏法を通して、幅広い音楽形態の知識を得ながら演奏力を磨く予定である。

◆授業内容・計画◆

1, 合奏の理念と概論

2, 合奏システムによる現場の紹介と体験実習
 
3, 合奏活動の意義① 子供～家族
　
4, 合奏活動の意義② 社会復帰を目指す若者Dケア
　
5, 合奏活動の意義③ 高齢者
　
6, 即興伴奏法①　多様な音楽空間を創る様々な音組織の学習

7, 即興伴奏法②　Pentatonic Scale 理論と実習

8, 即興伴奏法③　Mode Scale 理論と実習-a　〜Doria、Mixolydia、例、精神科、高齢者現場合奏楽曲、即興実習

9, 即興伴奏法④　Mode Scale 理論と実習-b　〜Phrigia、Aeolia、子供〜精神科現場合奏楽曲、即興実習

10,即興伴奏法⑤　Diatonic Scale 理論と実習-a　〜ⅠーⅣ系のバッキングと即興実習

11,即興伴奏法⑥　Diatonic Scale 理論と実習-b　〜ⅡーⅤ系のバッキングと即興実習

12,即興即興伴奏法⑦　Structure Free 理論と実習-a　〜子供のセッションを例に

13,即興伴奏法⑧　Structure Free 理論と実習-b　〜精神科、認知症セッションを例に

14,前期即興伴奏法試験

15,まとめ

◆準備学習の内容◆

音楽理論基礎学習
　・Chord
  ・教会旋法

◆成績評価の方法◆

授業への取組態度
通常の実習態度
試験



◆教科書（使用テキスト）◆

楽譜・原風景音旅行

◆参考図書◆

丹野修一・実践音楽合奏技法概論
丹野修一・Diatonic技法

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-C 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

MTS414N

器楽合奏Ⅳ

折山　もと子

◆授業目標◆

後期は、合奏構成法と、指導に欠かせない指揮法基礎を現場を想定しながら実習する。
現場における合奏活動の第１歩は、子供から認知症含む高齢者など様々な奏者に即時対応できることと、さらに、潜在能力や主体性、表現
力、社会性などを引き出すことである。
指導者には、音楽を構成する力、相手に的確に伝え演奏を引き出す指揮力、音楽を即時展開させていける展開力、前期で実習した伴奏力、
即興演奏力などが求められるが、後期授業では構成法と指揮法基礎を主に進める。
音楽に人をはめ込むのではなく、相手に対応した合奏が、奏者にとってはシンプルな演奏でも音楽性豊かなものとなることを、合奏を通して
まず体験して欲しい。

◆授業内容・計画◆

1, 合奏構成法① Arche-Type　構成のポイント
2, 合奏構成法と指導ポイント② Arche-Type　高齢者現場を想定して指揮指導実習
3, 合奏構成法③ Modaltype　構成のポイント
4, 合奏構成法と指導ポイント④ Modaltype　子供～統合失調症等を想定して指揮指導実習
5, 合奏構成法⑤ Tonaltype　構成のポイント
6, 合奏構成法と指導ポイント⑥ Tonaltype　子供青年壮年を想定して指揮指導実習
7, 即時合奏法と指導法①　奏者対応のポイント
8, 即時合奏法と指導法②　奏者と創造音楽のポイント
9, 応用①　現場用X’mas曲をアレンジ
10,応用②　個性に合わせたパート構成
11,応用③　サウンドとリズム
12,応用④　主体性を引き出す
13,応用⑤　伴奏と指伴展開
14,後期試験　コンサート形式
15,まとめ

◆準備学習の内容◆

前期で実習した伴奏法を基盤に、合奏実習を行う

◆成績評価の方法◆

通常授業への取組態度
実習態度
コンサートによる構成力、表現力、即興力、合奏力

◆教科書（使用テキスト）◆

丹野修一・原風景音旅行
丹野修一・Diatonic合奏技法
丹野修一・実践音楽技法～Diatonic技法

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

ピアノ教育

金子　恵

◆授業目標◆

４期（バロック,古典,ロマン,近現代）それぞれの時代に於いて楽器,作曲家及びその作品を学び研究する。ピアノという楽器が現在の演奏形
態になるまでの歴史的な変遷を習得することによりピアノ演奏における表現力を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンス
第2回バロック音楽～楽器についての研究
第3回バロック音楽～作曲家についての研究
第4回バロック音楽～楽曲についての研究
第5回古典派の音楽～楽器についての研究
第6回古典派の音楽～作曲家についての研究
第7回古典派の音楽～楽曲についての研究
第8回ロマン派の音楽～楽器についての研究
第9回ロマン派の音楽～作曲家についての研究
第10回ロマン派の音楽～楽曲についての研究
第11回近現代の音楽～楽器についての研究
第12回近現代の音楽～作曲家についての研究
第13回近現代の音楽～楽曲についての研究
第14回演奏発表
第15回まとめ

◆準備学習の内容◆

ピアノ教育において大切なのは、常に演奏力を身につける為の研究、模範演奏できる教育者となることを踏まえ、基本的に必要な知識を学
習することと音楽に対する強いイメージを持ち演奏力に結びつけてゆくことです。その為には作曲家の生涯を研究しその人柄や人生に関
わった全ての事について理解度を高めてゆく必要があります。ディスカッションしながら知識を身につけ授業内で演奏披露します。また、研究
ノートにまとめ後期に提出する小論文の練習をします。

◆成績評価の方法◆

研究ノートを作成するにあたり資料から移すだけにとどまらず、自分の言葉を多く使えるようにするテクニックも習得する。

各授業でまとめたノートの内容と演奏披露の評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜に指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０２

講義室 2-11 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

ソルフェージュ

足本　憲治

◆授業目標◆

(1)ソルフェージュ能力の向上　(2)ソルフェージュ教材の試作　(3)編曲の基礎的能力の獲得

◆授業内容・計画◆

第1回 ガイダンス
第2回 基礎1(聴音)
第3回 基礎2(視唱)
第4回 基礎3(リズム)
第5回 基礎4(読譜)
第6回 ソルフェージュ教材の試作1(前半)
第7回 ソルフェージュ教材の試作2(後半)
第8回 試作したソルフェージュ教材による模擬授業1(前半)
第9回 試作したソルフェージュ教材による模擬授業2(後半)
第10回 編曲実習1(全体像の検討)
第11回 編曲実習2(全体の1/3程を目途に書き進める)
第12回 編曲実習3(全体の2/3程を目途に書き進める)
第13回 編曲実習4(仕上げ)
第14回 編曲作品の試演
第15回 試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

ソルフェージュ能力において自分の弱い点を知り、それを伸ばすにはどうすれば良いか考えること。また音楽教育においてソルフェージュが
果たす役割について考えること。

◆成績評価の方法◆

ソルフェージュは基礎の訓練であるが、音楽的な喜びに結びつかないと意味はないことを忘れない事。

平常点と提出物による。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０３

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

音楽教育研究

塩原　麻里

◆授業目標◆

（１）音楽教育研究における理論と実践の関連について理解を深める。（２）各自の研究課題に適した研究方法を理解する。（３）先行研究を
整理する。（４）卒業研究を進める。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション：卒業研究に関する各自のテーマの確認
２．情報収集（１）：図書館データベースについて
３．情報収集（２）：学外文献等収集について
４．情報収集（３）：海外文献等収集について
５．情報収集（４）：ネット関連
６．先行研究調査レポート発表とディスカッション（１）：音楽教育歴史研究領域(案）
７．先行研究調査レポート発表とディスカッション（２）：音楽教育哲学領域(案）
８．先行研究調査レポート発表とディスカッション（３）：音楽教育方法領域(案）
９．先行研究調査レポート発表とディスカッション（４）：音楽教育とアウトリーチ領域(案）
10．先行研究調査レポート発表とディスカッション（５）：関連領域
11．研究方法について
12．調査方法について
13．資料の収集と分析、整理について
14．論文の書き方についての確認
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

コンピュータを使って卒業論文を執筆できるようにしておく。収集した資料は必要に応じて、電子化して保存することができるようにしておく。

◆成績評価の方法◆

これからの一年で卒業研究をまとめるために、各自が明確な研究課題を持ち、そのテーマについて熟考していることが必要である。

卒業研究課題への取り組みと、課題発表の内容や成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 N-030 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

吹奏楽指導者

大澤　健一

◆授業目標◆

吹奏楽に関するテーマについて研究し卒業論文または作品を制作することが目標。

◆授業内容・計画◆

授業内容・計画

第１回　ガイダンス
第２回　作品研究　グレインジャーについて 前半
第４回　作品研究　グレインジャーについて 後半
第５回　作品研究　ヒンデミットについて
第６回　作品研究　ウテイカーについて
第７回　作品研究　兼田　敏　について
第８回　作品研究　保科　洋　について
第７回　作品研究　カレルフーサについて 前半
第８回　作品研究　カレルフーサについて 後半
第１０回　作品研究　アルフレッド・リードについて 前半
第１１回　作品研究　アルフレッド・リードについて 後半
第１２回　作品研究　ホルストについて 前半
第１３回　作品研究　ホルストについて 後半
第１４回　吹奏楽作品　その他について
第１５回　前期まとめ

◆ポイント
吹奏楽史上重要とされる近現代の作曲家の作品についてより深く知ることは、
吹奏楽に携わる人には重要である。これらの知識が現代の吹奏楽、将来の吹奏楽を考える
助けになるだろう。

◆準備学習の内容◆

各自のテーマ準備を行う。

◆成績評価の方法◆

各自の研究テーマは
前期から準備する。

提出論文を評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業で配布

◆参考図書◆

日本吹奏楽史
吹奏楽指導講座
ベーシックバンドレパートリー
タイムアンドウインズ
音楽之友社　　新版吹奏楽講座１　木管楽器
音楽之友社　　新版吹奏楽講座２　金管楽器
音楽之友社　　新版吹奏楽講座３　打楽器｜マーチングバンド 音楽之友社　　新版吹奏楽講座７　吹奏楽の編成と歴史
ヤマハミュージックメディア　　オーケストラ楽器 おもしろ雑学事典

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

学校教育

酒井　美恵子

◆授業目標◆

中学校や高等学校における音楽の授業実践の能力を一層高めるとともに、音楽科教育についての個々のテーマに基づく研究を進め、卒業
研究の準備を行う。

◆授業内容・計画◆

第１回　専門ゼミⅢの進め方と意義
第２回　教育実習の課題と対応①（教科指導）
第３回　教育実習の課題と対応②（生徒指導）
第４回　教育実習の課題と対応③（学校組織）
第５回　学校教育に関する多角的な理解①（小学校）
第６回　学校教育に関する多角的な理解②（中学校）
第７回　学校教育に関する多角的な理解③（高等学校）
第８回　卒業研究作成の留意点
第９回　卒業研究に向けて①（研究主題）
第10回　卒業研究に向けて②（研究内容）
第11回　卒業研究に向けて③（研究方法）
第12回　卒業研究に向けて④（調査方法）
第13回　卒業研究に向けて⑤（資料収集）
第14回　卒業研究に向けて⑥（まとめ方）
第15回　専門ゼミⅢのまとめ
※順番が入れ替わることがある。

◆準備学習の内容◆

課題に対して事前に調べたり、自己の卒業研究のための資料収集をしたり等の準備を積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

実際の学校教育に役立つ実践的な研究を行う。

授業への参加状況、提出物等により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

とくに定めない。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０６

講義室 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

学校教育

中地　雅之

◆授業目標◆

中学校や高等学校における音楽の授業実践の能力を一層高めるとともに、音楽科教育についての個々のテーマに基づく研究を進め、卒業
研究の準備を行う。

◆授業内容・計画◆

第１回　専門ゼミⅢの進め方と意義
第２回　教育実習の課題と対応①（教科指導）
第３回　教育実習の課題と対応②（生徒指導）
第４回　教育実習の課題と対応③（学校組織）
第５回　学校教育に関する多角的な理解①（小学校）
第６回　学校教育に関する多角的な理解②（中学校）
第７回　学校教育に関する多角的な理解③（高等学校）
第８回　卒業研究作成の留意点
第９回　卒業研究に向けて①（研究主題）
第10回　卒業研究に向けて②（研究内容）
第11回　卒業研究に向けて③（研究方法）
第12回　卒業研究に向けて④（調査方法）
第13回　卒業研究に向けて⑤（資料収集）
第14回　卒業研究に向けて⑥（まとめ方）
第15回　専門ゼミⅢのまとめ
※順番が入れ替わることがある。

◆準備学習の内容◆

課題に対して事前に調べたり、自己の卒業研究のための資料収集をしたり等の準備を積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

実際の学校教育に役立つ実践的な研究を行う。

授業への参加状況、提出物等により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

とくに定めない。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０８

講義室 SPC-C 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

合唱指導者

源田　俊一郎

◆授業目標◆

学生が合唱指導者としてのスキルを身につけ、演習を通して合唱と音楽の本質にふれること。

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンス、係決め
第2回合唱演習とDVD鑑賞「学校における合唱活動」
第3回 合唱演習とDVD鑑賞「社会における合唱活動」
第4回合唱演習とDVD鑑賞「Nコン」
第5回教育実習での合唱活動
第6回合唱演習と指揮法「たたきの基本」
第7回合唱演習と指揮法「構えと予備」
第8回合唱演習と指揮法「振り上げと振り下ろし」
第9回合唱演習と指揮法「強弱の振り方」
第10回合唱演習と指揮法「フレーズのつくり方」
第11回合唱演習と指揮法「振らない指揮」
第12回合唱演習と指揮法「指揮者の表情」
第13回教育実習での体験談
第14回教育現場での合唱指導
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

発声法、指揮法、指導法など自宅での研究が大切である

◆成績評価の方法◆

・教育実習期間にあたるため体調管理に気をつけること
・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにすること

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）◆

・女声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」源田俊一郎編曲(カワイ出版)
・女声合唱のための「木下牧子アカペラ・コーラス・セレクション」(音楽之友社)

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０９

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

リトミック指導者

塩原　麻里

◆授業目標◆

（１）ダルクローズの音楽教育理論について理解を深める。（２）リトミック教育の理論と実践の関連について理解する。（３）音楽と身体の動き
を関連させた芸術や教育に関連することがらについて理解を深める。（４）自らの経験・体験と、教科書や資料・情報から読み取ることのでき
る内容を理論的に関連付けて、自分の研究課題と研究テーマを決定する。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション：授業の内容説明とスケジュール、卒業研究について
２．音楽教育としてのリトミック
３．リトミックの実践に関する課題（１）：音楽教育として
４．リトミックの実践に関する課題（２）：関連領域との関連
５．リトミックの理論（１）：テキスト序章・１章（聴覚の育成）
６．リトミックの理論（２）：テキスト３章（リズムとは）
７．リトミックの理論（３）：テキスト４章（子どもとリズム）
８．リトミックの理論（４）：テキスト５章（教育の３本柱）
９．リトミックの理論（５）：テキスト11章（身体造形）
10．卒業研究の課題設定
11．卒業研究の方法
12．卒業研究の手順
13．先行研究と資料の探索
14．インターネットと情報収集
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

過去3年間の間に学んできた音楽教育に関する知識・理解、ならびに術科で培ってきた技能を再度確認し、卒業研究の課題に取り組む際に
どのように応用していけるか自ら考えておく。コンピュータの基本的操作方法を身に付けておく。

◆成績評価の方法◆

1年で卒業研究をまとめるためには、受講前から研究課題やテーマについて熟考していることが必須である。自分なりの研究テーマを持って
授業に臨むこと。

随時課題を出す。研究課題の取り組みを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

エミール・ジャック＝ダルクローズ著『リズムと音楽と教育』全音楽譜出版社

随時、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス １０

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

リトミック指導者

清水　あずみ

◆授業目標◆

1. ダルクローズの音楽教育理論について理解を深める。 2. リトミック教育の理論と実践の関連について理解する。 3. 音楽と身体の動きを
関連させた芸術や教育に関連することがらについて理解を深める。 4. 自らの体験・経験と、教科書や資料・情報から読み取ることのできる内
容を理論的に関連づけて、自分の研究課題と研究テーマを決定する。

◆授業内容・計画◆

1.　オリエンテーション
2.　リトミックの実践に関する課題（1）音楽教育として
3.　リトミックの実践に関する課題（2）関連領域との関連
4.　リトミックの理論 （1）参考図書から
5.　リトミックの理論（2）テキスト序章・1章「音楽の練習と耳の教育」
6.　リトミックの理論（3）テキスト4章「リズム入門」
7.　リトミックの理論（4）テキスト5章「音楽と子ども」
8.　リトミックの理論（5）テキスト6章「リトミック・ソルフェージュ・即興」
9.　リトミックの理論（6）テキスト12章「リトミックと生きた造形術」
10.　卒業研究の方法・手順
11.　各自の研究テーマの焦点化（1）課題設定
12.　各自の研究テーマの焦点化（2）構成の検討
13.　先行研究と資料の検索
14.　インターネットと情報収集
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

卒業研究の課題に取り組むために、自身の音楽教育や音楽技能に関する知識や理解を再確認し、研究テーマについて考えておくこと。テー
マに関連した文献を積極的に読み、準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

卒業研究を1年で仕上げるために、自分の研究課題について常によく考え、自分なりの研究テーマを持って授業に臨む姿勢を求める。

毎回の授業への取り組み、課題の発表、課題研究などを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『リズム・音楽・教育』エミール・ジャック＝ダルクローズ著（開成出版）

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス １１

講義室 5-112（研究室） 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

リトミック指導者

神原　雅之

◆授業目標◆

（１）ダルクローズの音楽教育理論について理解を深める。（２）リトミック教育の理論と実践の関連について理解する。（３）音楽と身体の動き
を関連させた芸術や教育に関連することがらについて理解を深める。（４）自らの経験・体験と、教科書や資料・情報から読み取ることのでき
る内容を理論的に関連付けて、自分の研究課題と研究テーマを決定する。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション：授業の内容説明とスケジュール、卒業研究について
２．音楽教育としてのリトミック
３．リトミックの実践に関する課題（１）：音楽教育として
４．リトミックの実践に関する課題（２）：関連領域との関連
５．リトミックの理論（１）：テキスト序章・１章（聴覚の育成）
６．リトミックの理論（２）：テキスト３章（リズムとは）
７．リトミックの理論（３）：テキスト４章（子どもとリズム）
８．リトミックの理論（４）：テキスト５章（教育の３本柱）
９．リトミックの理論（５）：テキスト11章（身体造形）
10．卒業研究の課題設定
11．卒業研究の方法
12．卒業研究の手順
13．先行研究と資料の探索
14．インターネットと情報収集
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

過去3年間の間に学んできた音楽教育に関する知識・理解、ならびに術科で培ってきた技能を再度確認し、卒業研究の課題に取り組む際に
どのように応用していけるか自ら考えておく。コンピュータの基本的操作方法を身に付けておく。

◆成績評価の方法◆

1年で卒業研究をまとめるためには、受講前から研究課題やテーマについて熟考していることが必須である。自分なりの研究テーマを持って
授業に臨むこと。

随時課題を出す。研究課題の取り組みを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

エミール・ジャック＝ダルクローズ著『リズムと音楽と教育』全音楽譜出版社

随時、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

ピアノ教育

金子　恵

◆授業目標◆

前期に続きピアノ曲の重要な作曲家及び作品について焦点を絞り研究する。各自研究したいテーマを決め卒業論文と演奏発表の準備を進
める。

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンス
第2回バロック音楽の楽曲研究発表 Ⅰ　踊り
第3回バロック音楽の楽曲研究発表 Ⅱ　教会音楽
第4回古典派音楽の楽曲研究発表 Ⅰ　ウィーン古典作曲家
第5回古典派音楽の楽曲研究発表 Ⅱ　様式
第6回ロマン派音楽の楽曲研究発表 Ⅰ　ドイツロマン派
第7回ロマン派音楽の楽曲研究発表 Ⅱ　その他の国々
第8回近現代音楽の楽曲研究発表 Ⅰ　国々の特徴
第9回近現代音楽の楽曲研究発表 Ⅱ　無調の音楽
第10回各自の研究発表 Ⅰ　小論文のテーマ
第11回各自の研究発表 Ⅱ　小論文の構成
第12回各自の研究発表 Ⅲ　小論文の内容
第13回各自の研究発表 Ⅳ　演奏発表準備
第14回要旨集の発表
第15回まとめ（楽曲説明と演奏発表）

◆準備学習の内容◆

前期の続きで作曲家と作品研究を進めます。演奏する事と話す事、この両立が教育者にとって最も大事なことです。大学生活としての集大
成を飾るに相応しい研究発表を目指し意識を高めていきます。

◆成績評価の方法◆

夏休み中にあらかじめ小論文のテーマをイメージできるように準備しておく。

小論文と演奏発表の内容。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜に指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０２

講義室 2-11 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

ソルフェージュ

足本　憲治

◆授業目標◆

(1)ソルフェージュ課題の作成と能力向上　(2)卒業発表にむけた履修者の共同作業による作品制作

◆授業内容・計画◆

第1回 前期の反省、今学期の授業について
第2回 テキスト課題の分析1(前半)
第3回 テキスト課題の分析2(後半)
第4回 旋法による楽曲1(前半)
第5回 旋法による楽曲2(後半)
第6回 日本の旋法による楽曲1(前半)
第7回 日本の旋法による楽曲2(後半)
第8回 現代的な作曲手法について1(前半)
第9回 現代的な作曲手法について2(後半)
第10回 お話と音楽1(前半)
第11回 お話と音楽2(後半)
第12回 色々な様式を踏まえた音楽劇の創作1(全体像の検討)
第13回 色々な様式を踏まえた音楽劇の創作2(全体の1/3程を目途に書き進める)
第14回 色々な様式を踏まえた音楽劇の創作3(全体の2/3程を目途に書き進める)
第15回 色々な様式を踏まえた音楽劇の創作4(仕上げ)

◆準備学習の内容◆

卒業作品の創作のために教師と相談し、ゼミ生同士のディスカッションを通して目的に近づくように自主的に努力する事。

◆成績評価の方法◆

ソルフェージュ能力を伸ばす最短の方法は、作曲することにあると思います。そこでは、どのくらい新鮮で豊富なイメージを内的に生み出せる
かが問われます。音楽をする喜びと興味を持ち続けるようにしましょう。

制作された作品自体と、そこまでのプロセスにおける努力。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０３

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

音楽教育研究

塩原　麻里

◆授業目標◆

（１）音楽教育研究における理論的考察について理解する。（２）音楽教育の理論と実践について自分の考えを持つ。(3)音楽教育の関連領域
を理解する。(4)卒業研究を完成させる。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション：卒業研究完成にむけてスケジュール等の確認
２．論文の書き方の確認（１）：文章のまとめ方
３．論文の書き方の確認（２）：章立てについて
４．論文の書き方の確認（３）：引用と文献整理について
５．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（１）：歴史研究
６．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（２）：音楽教育哲学との関連から
７．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（３）：音楽教育法との関連から
８．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（４）：音楽教育とアウトリーチ
９．卒業研究に関する質疑応答（１）：文章について
10．卒業研究に関する質疑応答（２）：内容について
11．卒業研究の完成に向けて（１）：諸事項の確認
12．卒業研究の完成に向けて（２）：資料・追記について
13．卒業研究の完成
14．クラス内研究発表会
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

コンピュータを使って卒業論文を執筆できるようにしておく。研究発表会に向けて、パワーポイント等の基本的なプレゼンテーションの仕方を
マスターしておく。

◆成績評価の方法◆

自分の研究課題の特質に合わせて準備を万全に整え、ゆとりを持って卒業研究を完成させること。

卒業研究課題への取り組みと、研究の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 N-030 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

吹奏楽指導者

大澤　健一

◆授業目標◆

吹奏楽を楽曲、編成、ジャンル、作曲家、演出など様々な角度から自由研究することが目的である。研究のテーマを決定し提出論文を作成
することが目標である。又作品発表の場として研究発表を行う。

◆授業内容・計画◆

授業内容・計画

【各自のテーマの準備と個人対応】
第１回  ガイダンス
第２回　テーマ準備 アンサンブル曲
第３回　テーマ準備 吹奏楽曲
第４回　テーマ準備 オーケストラ曲
第５回　テーマ準備 ポップス、ジャズ
第６回　編曲について
第７回　記述について
第８回　テーマの決定前半
第９回  テーマの決定後半
第１０回  作曲について
第１１回　アンサンブル記述について
第１２回　吹奏楽記述について
第１３回　その他の記述について
第１４回　合同発表の練習
第１５回  まとめ

◆準備学習の内容◆

作編曲を行うために、楽譜作成ソフトの使用が可能な状態にしておく。

◆成績評価の方法◆

研究論文は、作編曲又は論文なので、その準備は前期から行う。

提出論文を評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業で配布。

◆参考図書◆

日本吹奏楽史
吹奏楽指導講座
ベーシックバンドレパートリー
タイムアンドウインズ
音楽之友社　　新版吹奏楽講座１　木管楽器
音楽之友社　　新版吹奏楽講座２　金管楽器
音楽之友社　　新版吹奏楽講座３　打楽器｜マーチングバンド 音楽之友社　　新版吹奏楽講座７　吹奏楽の編成と歴史
ヤマハミュージックメディア　　オーケストラ楽器 おもしろ雑学事典

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

学校教育

酒井　美恵子

◆授業目標◆

音楽科教育についての研究を深め、個々のテーマに基づく卒業研究を完成する。

◆授業内容・計画◆

第１回　専門ゼミⅣの進め方と意義
第２回　論文の書き方の基礎①（参考文献講読）
第３回　論文の書き方の基礎②（プロット作成）
第４回　卒業研究に関するディスカッション①学生Ａ
第５回　卒業研究に関するディスカッション②学生Ｂ
第６回　卒業研究に関するディスカッション③学生Ｃ
第７回　卒業研究に関するディスカッション④学生Ｄ
第８回　卒業研究に関するディスカッション⑤学生Ｅ
第９回　卒業研究の完成に向けての取り組み①学生Ａ
第10回　卒業研究の完成に向けての取り組み②学生Ｂ
第11回　卒業研究の完成に向けての取り組み③学生Ｃ
第12回　卒業研究の完成に向けての取り組み④学生Ｄ
第13回　卒業研究の完成に向けての取り組み⑤学生Ｅ
第14回　卒業研究の概要作成
第15回　クラス内研究発表会
※順番が入れ替わることがある。
※第４～８回及び第９～13回は異なる学生の卒業研究についてディスカッションをしたり、互いに助言したりする。

◆準備学習の内容◆

卒業研究完成に向けて個々の課題に応じて準備学習を行う。
課題に対して事前に調べたり、自己の卒業研究をもとに充実した協議をしたりできるよう準備を積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

40字×30行で20枚以上の卒業研究を提出する。詳細は授業内で指示する。

授業への取り組み及び卒業研究により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

とくに定めない。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０６

講義室 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

学校教育

中地　雅之

◆授業目標◆

音楽科教育についての研究を深め、個々のテーマに基づく卒業研究を完成する。

◆授業内容・計画◆

第１回　専門ゼミⅣの進め方と意義
第２回　論文の書き方の基礎①（参考文献講読）
第３回　論文の書き方の基礎②（プロット作成）
第４回　卒業研究に関するディスカッション①
第５回　卒業研究に関するディスカッション②
第６回　卒業研究に関するディスカッション③
第７回　卒業研究に関するディスカッション④
第８回　卒業研究に関するディスカッション⑤
第９回　卒業研究の完成に向けての取り組み①
第10回　卒業研究の完成に向けての取り組み②
第11回　卒業研究の完成に向けての取り組み③
第12回　卒業研究の完成に向けての取り組み④
第13回　卒業研究の完成に向けての取り組み⑤
第14回　卒業研究の概要作成
第15回　クラス内研究発表会
※順番が入れ替わることがある。
※第４～８回及び第９～13回は異なる学生の卒業研究についてディスカッションをしたり、互いに助言したりする。

◆準備学習の内容◆

卒業研究完成に向けて個々の課題に応じて準備学習を行う。

◆成績評価の方法◆

40字×30行で20枚以上の卒業研究を提出する。詳細は授業内で指示する。

課題に対して事前に調べたり、自己の卒業研究をもとに充実した協議をしたりできるよう準備を積極的に行うこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

とくに定めない。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０８

講義室 SPC-C 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

合唱指導者

源田　俊一郎

◆授業目標◆

学生が合唱指導者としてのスキルを身につけ、演習を通して合唱と音楽の本質にふれること。自分で研究テーマを決め論文(レポート)にまと
める

◆授業内容・計画◆

第1回卒業研究のテーマ発表
第2回合唱指導演習「うたをうたうとき」
第3回合唱指導演習「おんがく」
第4回合唱指導演習「ロマンチストの豚」
第5回合唱指導演習「さびしいカシの木」
第6回合唱指導演習「グリンピースのうた」
第7回合唱指導演習「ほたるたんじょう」
第8回合唱指導演習「めばえ」
第9回合唱指導演習「棗のうた」
第10回卒業研究のプレゼンテーション
第11回発声指導研究
第12回合唱のためのストレッチ演習
第13回合唱作品研究
第14回論文指導
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

発声法、指揮法、指導法など自宅での研究が大切である。
また図書館やインターネットを使い最新の情報を手に入れること、実際の合唱指導現場を見て回ることなども必要である。

◆成績評価の方法◆

・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにすること
・年が明けてからゼミ発表を企画する

卒業研究及び、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）◆

前期に使用したもの

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０９

講義室 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

リトミック指導者

塩原　麻里

◆授業目標◆

（１）ダルクローズ音楽教育法の理論的基盤を理解する。
（２）リトミックの理論と実践について自分の考えを持つ。
（３）リトミックの関連領域を理解する。
（４）卒業研究を完成させる。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション：卒業研究について、スケジュールの確認
２．論文の書き方（１）：文章のまとめ方
３．論文の書き方（２）：章立てについて
４．論文の書き方（３）：引用と文献整理について
５．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（１）：音楽教育との関連から
６．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（２）：パフォーマンスとの関連から
７．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（３）：関連領域との関連から
８．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（４）：心理学等との関連から
９．卒業研究に関する質疑応答（１）：文章について
10．卒業研究に関する質疑応答（２）：内容について
11．卒業研究の完成に向けて（１）：諸事項の確認
12．卒業研究の完成に向けて（２）：資料・追記について
13．卒業研究の完成
14．クラス内研究発表会
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

コンピュータを使って卒業論文を執筆できるようにしておく。研究発表会に向けて、パワーポイント等の基本的なプレゼンテーションの仕方を
マスターしておく。

◆成績評価の方法◆

自分の研究課題の特質に合わせて準備を万全に整え、ゆとりをもって卒業研究を執筆すること。

卒業研究課題への取り組みと、研究の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス １０

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

リトミック指導者

清水　あずみ

◆授業目標◆

1. ダルクローズの音楽教育法の理論的基盤を理解する。 2. リトミック教育の理論と実践について自分の考えを持つ。 3. リトミックの関連領
域を理解する。 4. 卒業研究を完成させる。

◆授業内容・計画◆

1.　オリエンテーション
2.　論文の書き方（1）章立てについて
3.　論文の書き方（2）文章のまとめ方
4.　論文の書き方（3）引用について
5.　卒業研究に関するディスカッション（1）音楽教育との関連
6.　卒業研究に関するディスカッション（2）パフォーマンスとの関連
7.　卒業研究に関するディスカッション（3）関係領域
8.　卒業研究に関するディスカッション（4）療法等との関連
9.　卒業研究に関するディスカッション（5）心理学等との関連
10.　卒業研究の完成に向けての取り組み（1）文章
11.　卒業研究の完成に向けての取り組み（2）内容
12.　卒業研究の完成に向けての取り組み（3）諸事項の確認
13.　卒業研究の完成に向けての取り組み（4）資料・追記
14.　クラス内研究発表会
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

卒業研究の完成に向けて、自らの課題に応じて十分準備、学習すること。

◆成績評価の方法◆

卒業研究課題への取り組み、研究の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス １１

講義室 5-112（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 4単位

備考

専門ゼミⅣ

リトミック指導者

神原　雅之

◆授業目標◆

（１）ダルクローズ音楽教育法の理論的基盤を理解する。 （２）リトミックの理論と実践について自分の考えを持つ。 （３）リトミックの関連領域
を理解する。 （４）卒業研究を完成させる。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション：卒業研究について、スケジュールの確認
２．論文の書き方（１）：文章のまとめ方
３．論文の書き方（２）：章立てについて
４．論文の書き方（３）：引用と文献整理について
５．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（１）：音楽教育との関連から
６．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（２）：パフォーマンスとの関連から
７．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（３）：関連領域との関連から
８．卒業研究課題に関する発表とディスカッション（３）：心理学等との関連から
９．卒業研究に関する質疑応答（１）：文章について
10．卒業研究に関する質疑応答（２）：内容について
11．卒業研究の完成に向けて（１）：諸事項の確認
12．卒業研究の完成に向けて（１）：資料・追記について
13．卒業研究の完成
14．クラス内研究発表会
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

コンピュータを使って卒業論文を執筆できるようにしておく。研究発表会に向けて、パワーポイント等の基本的なプレゼンテーションの仕方を
マスターしておく。

◆成績評価の方法◆

自分の研究課題の特質に合わせて準備を万全に整え、ゆとりをもって卒業研究を執筆すること。

卒業研究課題への取り組みと、研究の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 5-B13 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

宇佐美　明子

◆授業目標◆

幼児教育専攻の学生が、幼児教育あるいは幼児の音楽教育に関して問題意識を持ち、自らが見いだした課題について調べ、それを卒業研
究としてまとめることを通じて、課題発見、課題探求、そして課題解決の能力を育成することを目的とする。 したがって、研究分野は幼児に関
連した保育学、教育学、心理学、造形、音楽教育学等とするが、学生のニーズも踏まえてこれら狭い範囲に必ずしも限定するのではなく、何
らかの形で幼児あるいは音楽と関連するか、還元されうるものであれば可とする。

◆授業内容・計画◆

幼児教育の卒業研究は、「論文」または「作品」を提出する。「論
文」は、所定の書式にしたがって作成する。「作品」は、作品の
制作に加えて、作品の概要等を添付することを条件とする。個
人研究を基本とする。ただし、フィールド調査をはじめグルー
プで行うことのメリットが生かせるような研究であれば、共同
研究を行うことを認める。この場合、１グループは最大３名と
し、共同研究者全員で１つの論文を分担執筆して作成し、提出
する。
　昨年の12月に発表したゼミの振り分けにもとづき、各指導教
員の指示にしたがって目標に向かって進めてほしい。
第１回　　ゼミごとのオリエンテーション
第２回　　研究テーマの設定の仕方について学ぶ
第３回　　多様な研究方法について学ぶ：観察法
第４回　　多様な研究方法について学ぶ：調査法
第５回　　多様な研究方法について学ぶ：実験法
第６回　　論文検索の仕方を学ぶ
第７回　　論文検索の実践
第８回　　論文の構成を学ぶ
第９回　　先行研究の読み方を学ぶ
第１０回　先行研究のまとめ方を学ぶ
第１１回　研究テーマの検討
第１２回　研究テーマの発表
第１３回　中間発表に向けての準備
第１４回　第１回中間発表
第１５回　前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

昨年度末に行った希望調査にもとづいて所属ゼミを決めてあ
り、指導教員からすでに事前順位に関する指導を受けていると
思われる。そこで、４月に行われる第１回のゼミの時間までに
その準備を整えておいてほしい。

◆成績評価の方法◆

この卒業研究では、毎週行われるゼミでのディスカッションへ
の関与状況をもとに総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ゼミごとに指導教員から指示をする。

◆参考図書◆

ゼミごとに指導教員から指示をする。

◆留意事項◆



締め切りの日時等は厳守すること。単位認定要件について１つ
でも充足できていない場合、成績がDとなりうるので注意して
ほしい。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０２

講義室 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

神原　雅之

◆授業目標◆

幼児教育専攻の学生が、幼児教育あるいは幼児の音楽教育に関して問題意識を持ち、自らが見いだした課題について調べ、それを卒業研
究としてまとめることを通じて、課題発見、課題探求、そして課題解決の能力を育成することを目的とする。 したがって、研究分野は幼児に関
連した保育学、教育学、心理学、造形、音楽教育学等とするが、学生のニーズも踏まえてこれら狭い範囲に必ずしも限定するのではなく、何
らかの形で幼児あるいは音楽と関連するか、還元されうるものであれば可とする。

◆授業内容・計画◆

幼児教育の卒業研究は、「論文」または「作品」を提出する。「論
文」は、所定の書式にしたがって作成する。「作品」は、作品の
制作に加えて、作品の概要等を添付することを条件とする。個
人研究を基本とする。ただし、フィールド調査をはじめグルー
プで行うことのメリットが生かせるような研究であれば、共同
研究を行うことを認める。この場合、１グループは最大３名と
し、共同研究者全員で１つの論文を分担執筆して作成し、提出
する。
　昨年の12月に発表したゼミの振り分けにもとづき、各指導教
員の指示にしたがって目標に向かって進めてほしい。
第１回　　ゼミごとのオリエンテーション
第２回　　研究テーマの設定の仕方について学ぶ
第３回　　多様な研究方法について学ぶ：観察法
第４回　　多様な研究方法について学ぶ：調査法
第５回　　多様な研究方法について学ぶ：実験法
第６回　　論文検索の仕方を学ぶ
第７回　　論文検索の実践
第８回　　論文の構成を学ぶ
第９回　　先行研究の読み方を学ぶ
第１０回　先行研究のまとめ方を学ぶ
第１１回　研究テーマの検討
第１２回　研究テーマの発表
第１３回　中間発表に向けての準備
第１４回　第１回中間発表
第１５回　前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

昨年度末に行った希望調査にもとづいて所属ゼミを決めてあ
り、指導教員からすでに事前順位に関する指導を受けていると
思われる。そこで、４月に行われる第１回のゼミの時間までに
その準備を整えておいてほしい。

◆成績評価の方法◆

この卒業研究では、毎週行われるゼミでのディスカッションへ
の関与状況をもとに総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ゼミごとに指導教員から指示をする。

◆参考図書◆

ゼミごとに指導教員から指示をする。

◆留意事項◆



締め切りの日時等は厳守すること。単位認定要件について１つ
でも充足できていない場合、成績がDとなりうるので注意して
ほしい。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０３

講義室 3-302 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

林　浩子

◆授業目標◆

幼児教育専攻の学生が、幼児教育あるいは幼児の音楽教育に関して問題意識を持ち、自らが見いだした課題について調べ、それを卒業研
究としてまとめることを通じて、課題発見、課題探求、そして課題解決の能力を育成することを目的とする。 したがって、研究分野は幼児に関
連した保育学、教育学、心理学、造形、音楽教育学等とするが、学生のニーズも踏まえてこれら狭い範囲に必ずしも限定するのではなく、何
らかの形で幼児あるいは音楽と関連するか、還元されうるものであれば可とする。

◆授業内容・計画◆

幼児教育の卒業研究は、「論文」または「作品」を提出する。「論
文」は、所定の書式にしたがって作成する。「作品」は、作品の
制作に加えて、作品の概要等を添付することを条件とする。個
人研究を基本とする。ただし、フィールド調査をはじめグルー
プで行うことのメリットが生かせるような研究であれば、共同
研究を行うことを認める。この場合、１グループは最大３名と
し、共同研究者全員で１つの論文を分担執筆して作成し、提出
する。
　昨年の12月に発表したゼミの振り分けにもとづき、各指導教
員の指示にしたがって目標に向かって進めてほしい。
第１回　　ゼミごとのオリエンテーション
第２回　　研究テーマの設定の仕方について学ぶ
第３回　　多様な研究方法について学ぶ：観察法
第４回　　多様な研究方法について学ぶ：調査法
第５回　　多様な研究方法について学ぶ：実験法
第６回　　論文検索の仕方を学ぶ
第７回　　論文検索の実践
第８回　　論文の構成を学ぶ
第９回　　先行研究の読み方を学ぶ
第１０回　先行研究のまとめ方を学ぶ
第１１回　研究テーマの検討
第１２回　研究テーマの発表
第１３回　中間発表に向けての準備
第１４回　第１回中間発表
第１５回　前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

昨年度末に行った希望調査にもとづいて所属ゼミを決めてあ
り、指導教員からすでに事前順位に関する指導を受けていると
思われる。そこで、４月に行われる第１回のゼミの時間までに
その準備を整えておいてほしい。

◆成績評価の方法◆

この卒業研究では、毎週行われるゼミでのディスカッションへ
の関与状況をもとに総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ゼミごとに指導教員から指示をする。

◆参考図書◆

ゼミごとに指導教員から指示をする。

◆留意事項◆



締め切りの日時等は厳守すること。単位認定要件について１つ
でも充足できていない場合、成績がDとなりうるので注意して
ほしい。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０４

講義室 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅢ

古川　聡

◆授業目標◆

幼児教育専攻の学生が、幼児教育あるいは幼児の音楽教育に関して問題意識を持ち、自らが見いだした課題について調べ、それを卒業研
究としてまとめることを通じて、課題発見、課題探求、そして課題解決の能力を育成することを目的とする。 したがって、研究分野は幼児に関
連した保育学、教育学、心理学、造形、音楽教育学等とするが、学生のニーズも踏まえてこれら狭い範囲に必ずしも限定するのではなく、何
らかの形で幼児あるいは音楽と関連するか、還元されうるものであれば可とする。

◆授業内容・計画◆

幼児教育の卒業研究は、「論文」または「作品」を提出する。「論
文」は、所定の書式にしたがって作成する。「作品」は、作品の
制作に加えて、作品の概要等を添付することを条件とする。個
人研究を基本とする。ただし、フィールド調査をはじめグルー
プで行うことのメリットが生かせるような研究であれば、共同
研究を行うことを認める。この場合、１グループは最大３名と
し、共同研究者全員で１つの論文を分担執筆して作成し、提出
する。
　昨年の12月に発表したゼミの振り分けにもとづき、各指導教
員の指示にしたがって目標に向かって進めてほしい。
第１回　　ゼミごとのオリエンテーション
第２回　　研究テーマの設定の仕方について学ぶ
第３回　　多様な研究方法について学ぶ：観察法
第４回　　多様な研究方法について学ぶ：調査法
第５回　　多様な研究方法について学ぶ：実験法
第６回　　論文検索の仕方を学ぶ
第７回　　論文検索の実践
第８回　　論文の構成を学ぶ
第９回　　先行研究の読み方を学ぶ
第１０回　先行研究のまとめ方を学ぶ
第１１回　研究テーマの検討
第１２回　研究テーマの発表
第１３回　中間発表に向けての準備
第１４回　第１回中間発表
第１５回　前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

昨年度末に行った希望調査にもとづいて所属ゼミを決めてあ
り、指導教員からすでに事前順位に関する指導を受けていると
思われる。そこで、４月に行われる第１回のゼミの時間までに
その準備を整えておいてほしい。

◆成績評価の方法◆

この卒業研究では、毎週行われるゼミでのディスカッションへ
の関与状況をもとに総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ゼミごとに指導教員から指示をする。

◆参考図書◆

ゼミごとに指導教員から指示をする。

◆留意事項◆



締め切りの日時等は厳守すること。単位認定要件について１つ
でも充足できていない場合、成績がDとなりうるので注意して
ほしい。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 5-B13 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅣ

宇佐美　明子

◆授業目標◆

専門ゼミIIIと同じであるが、４年間の学びの集大成として各自が論文または作品としてまとめることで、自ら学ぶ力を育成することができる。

◆授業内容・計画◆

専門ゼミIIIに記した授業内容・計画にしたがって、進めてほし
い。
　９月末頃に開催予定の第２回中間発表は複数のゼミ合同で実
施する。また、1月には成績がAA評価またはA評価の者のみ、
幼児教育専攻卒業研究発表会ならびに幼児音楽指導者コース／
幼児教育コース課題研究発表会において口頭発表をすることが
可能になる。それ以外の学生は、複数のゼミ合同によるゼミ内
発表会で発表することを義務とする。
第１回　　後期のゼミに関する全体的なオリエンテーション
第２回　　途中経過の発表
第３回　　中間発表に向けた準備
第４回　　第２回中間発表
第５回　　集めたデータの検討会
第６回　　データのまとめ方を学ぶ
第７回　　集めた事例の検討会
第８回　　事例のまとめ方を学ぶ
第９回　　論文執筆への準備を行う
第１０回　序論の書き方を学ぶ
第１１回　方法の書き方を学ぶ
第１２回　結果の書き方を学ぶ
第１３回　考察の書き方を学ぶ
第１４回　論文全体のまとめをする
第１５回　論文／作品発表会

◆準備学習の内容◆

前期のゼミに引き続き行うもので、４年間の集大成としての自
覚をもって臨んでほしい。夏期休暇中もデータ収集、文献検索
などに有効に使ってほしい。

◆成績評価の方法◆

専門ゼミIIIにおいてゼミへの欠席回数が多い場合、第１回の中
間発表を行わなかった場合は、いずれも専門ゼミIVの履修を認
めないことがあるので注意してほしい。

９月（予定）に行われる中間発表での発表と質疑、卒業研究（論
文または作品）の提出、卒業研究要旨の提出、およびゼミ内も
しくは全体での発表会での発表の要件をすべて満たすことによ
り単位を認める。成績評価は、今年度に専門ゼミIII・IVを担当
する教員5名の合議によって決める。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０２

講義室 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅣ

神原　雅之

◆授業目標◆

専門ゼミIIIと同じであるが、４年間の学びの集大成として各自が論文または作品としてまとめることで、自ら学ぶ力を育成することができる。

◆授業内容・計画◆

専門ゼミIIIに記した授業内容・計画にしたがって、進めてほし
い。
　９月末頃に開催予定の第２回中間発表は複数のゼミ合同で実
施する。また、1月には成績がAA評価またはA評価の者のみ、
幼児教育専攻卒業研究発表会ならびに幼児音楽指導者コース／
幼児教育コース課題研究発表会において口頭発表をすることが
可能になる。それ以外の学生は、複数のゼミ合同によるゼミ内
発表会で発表することを義務とする。
第１回　　後期のゼミに関する全体的なオリエンテーション
第２回　　途中経過の発表
第３回　　中間発表に向けた準備
第４回　　第２回中間発表
第５回　　集めたデータの検討会
第６回　　データのまとめ方を学ぶ
第７回　　集めた事例の検討会
第８回　　事例のまとめ方を学ぶ
第９回　　論文執筆への準備を行う
第１０回　序論の書き方を学ぶ
第１１回　方法の書き方を学ぶ
第１２回　結果の書き方を学ぶ
第１３回　考察の書き方を学ぶ
第１４回　論文全体のまとめをする
第１５回　論文／作品発表会

◆準備学習の内容◆

前期のゼミに引き続き行うもので、４年間の集大成としての自
覚をもって臨んでほしい。夏期休暇中もデータ収集、文献検索
などに有効に使ってほしい。

◆成績評価の方法◆

専門ゼミIIIにおいてゼミへの欠席回数が多い場合、第１回の中
間発表を行わなかった場合は、いずれも専門ゼミIVの履修を認
めないことがあるので注意してほしい。

９月（予定）に行われる中間発表での発表と質疑、卒業研究（論
文または作品）の提出、卒業研究要旨の提出、およびゼミ内も
しくは全体での発表会での発表の要件をすべて満たすことによ
り単位を認める。成績評価は、今年度に専門ゼミIII・IVを担当
する教員5名の合議によって決める。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０３

講義室 3-302 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅣ

林　浩子

◆授業目標◆

専門ゼミIIIと同じであるが、４年間の学びの集大成として各自が論文または作品としてまとめることで、自ら学ぶ力を育成することができる。

◆授業内容・計画◆

専門ゼミIIIに記した授業内容・計画にしたがって、進めてほし
い。
　９月末頃に開催予定の第２回中間発表は複数のゼミ合同で実
施する。また、1月には成績がAA評価またはA評価の者のみ、
幼児教育専攻卒業研究発表会ならびに幼児音楽指導者コース／
幼児教育コース課題研究発表会において口頭発表をすることが
可能になる。それ以外の学生は、複数のゼミ合同によるゼミ内
発表会で発表することを義務とする。
第１回　　後期のゼミに関する全体的なオリエンテーション
第２回　　途中経過の発表
第３回　　中間発表に向けた準備
第４回　　第２回中間発表
第５回　　集めたデータの検討会
第６回　　データのまとめ方を学ぶ
第７回　　集めた事例の検討会
第８回　　事例のまとめ方を学ぶ
第９回　　論文執筆への準備を行う
第１０回　序論の書き方を学ぶ
第１１回　方法の書き方を学ぶ
第１２回　結果の書き方を学ぶ
第１３回　考察の書き方を学ぶ
第１４回　論文全体のまとめをする
第１５回　論文／作品発表会

◆準備学習の内容◆

前期のゼミに引き続き行うもので、４年間の集大成としての自
覚をもって臨んでほしい。夏期休暇中もデータ収集、文献検索
などに有効に使ってほしい。

◆成績評価の方法◆

専門ゼミIIIにおいてゼミへの欠席回数が多い場合、第１回の中
間発表を行わなかった場合は、いずれも専門ゼミIVの履修を認
めないことがあるので注意してほしい。

９月（予定）に行われる中間発表での発表と質疑、卒業研究（論
文または作品）の提出、卒業研究要旨の提出、およびゼミ内も
しくは全体での発表会での発表の要件をすべて満たすことによ
り単位を認める。成績評価は、今年度に専門ゼミIII・IVを担当
する教員5名の合議によって決める。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０４

講義室 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

専門ゼミⅣ

古川　聡

◆授業目標◆

専門ゼミIIIと同じであるが、４年間の学びの集大成として各自が論文または作品としてまとめることで、自ら学ぶ力を育成することができる。

◆授業内容・計画◆

専門ゼミIIIに記した授業内容・計画にしたがって、進めてほし
い。
　９月末頃に開催予定の第２回中間発表は複数のゼミ合同で実
施する。また、1月には成績がAA評価またはA評価の者のみ、
幼児教育専攻卒業研究発表会ならびに幼児音楽指導者コース／
幼児教育コース課題研究発表会において口頭発表をすることが
可能になる。それ以外の学生は、複数のゼミ合同によるゼミ内
発表会で発表することを義務とする。
第１回　　後期のゼミに関する全体的なオリエンテーション
第２回　　途中経過の発表
第３回　　中間発表に向けた準備
第４回　　第２回中間発表
第５回　　集めたデータの検討会
第６回　　データのまとめ方を学ぶ
第７回　　集めた事例の検討会
第８回　　事例のまとめ方を学ぶ
第９回　　論文執筆への準備を行う
第１０回　序論の書き方を学ぶ
第１１回　方法の書き方を学ぶ
第１２回　結果の書き方を学ぶ
第１３回　考察の書き方を学ぶ
第１４回　論文全体のまとめをする
第１５回　論文／作品発表会

◆準備学習の内容◆

前期のゼミに引き続き行うもので、４年間の集大成としての自
覚をもって臨んでほしい。夏期休暇中もデータ収集、文献検索
などに有効に使ってほしい。

◆成績評価の方法◆

専門ゼミIIIにおいてゼミへの欠席回数が多い場合、第１回の中
間発表を行わなかった場合は、いずれも専門ゼミIVの履修を認
めないことがあるので注意してほしい。

９月（予定）に行われる中間発表での発表と質疑、卒業研究（論
文または作品）の提出、卒業研究要旨の提出、およびゼミ内も
しくは全体での発表会での発表の要件をすべて満たすことによ
り単位を認める。成績評価は、今年度に専門ゼミIII・IVを担当
する教員5名の合議によって決める。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 水１ 単位数 2単位

備考

遊び研究

後藤　紀子

◆授業目標◆

子ども達の成長に寄り添い導くための、遊びに関する広い知識と技術を習得することが主たる目的である。授業では児童文化を概観し、遊
びの意義を理解し、子どもたちの発達段階を踏まえたうえで、臨機応変に実践できる力をつけることが望まれる。授業の前半では、教育実習
を見据えて主に教材研究を行う。後半は、教育実習で収集した事例を基に、遊びを通して子どもがどのように成長していくのかを考える。

◆授業内容・計画◆

1　遊びの意義について
2　実習に向けて、あそび歌やパネルシアター等の創作・演じ方 ①作品を観る
3　実習に向けて、あそび歌やパネルシアター等の創作・演じ方 ②仕掛けを学ぶ
4　実習に向けて、あそび歌やパネルシアター等の創作・演じ方 ③言葉かけ・演じ方を学ぶ
5　3～4歳児の遊びと児童文化財について
6　5～6歳児の遊びと児童文化財について
7　児童館ビデオを観て、こどもの遊びの中に大人としてどう関わるかを考える
8　教育実習で収集した遊びの事例を紹介する①歌唱指導を中心に
9　教育実習で収集した遊びの事例を紹介する②あそび歌を中心に
10 1～2歳児の遊びと児童文化財について
11 小学生低学年の遊びと児童文化財について
12 遊びや劇活動、絵本などにイメージして音楽をつける方法①半音階、ペンタトニックを使って
13 遊びや劇活動、絵本などにイメージして音楽をつける方法②全音音階を使って
14 歌詞に合った伴奏法　オリジナル遊び歌集発表
15 まとめ

※6月に実習が入るため授業内容は前後することがある。

◆準備学習の内容◆

・オリジナル遊び歌集を作るために色々な書籍を調べ、ひとつの遊びでも様々なあそび方があることを知り、自分に合ったものを探してくる。
・パネルシアターの演じ方や絵本などの読み聞かせを各自練習してくる。

◆成績評価の方法◆

遊びを実際に行うので、動きやすい服装、靴で参加すること。
若干の材料費が必要である。

毎時間の課題の成果、授業への取り組み、オリジナル遊び歌集製作を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じてその都度指定する。

◆参考図書◆

あそびうたハンドブック(カワイ出版）
いっしょにあそぼう！みんなのあそびうた(アドグリーン出版）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

保育臨床Ａ

古川　聡

◆授業目標◆

幼稚園や保育園といった保育の現場では、子どもに寄り添い、保護者の悩みに耳を傾ける姿勢が求められる。言い換えれば、カウンセリン
グに関する知識や技能が保育者には必須であるといえる。そこでこの授業では、カウンセリングに関する基本的な知識や技能を身につけ、
それを実践できるようになることが目標である。

◆授業内容・計画◆

以下の計画に沿って授業を進める

第1回　自己とは、他者とは
第2回　自己理解のすすめ
第3回　自己を振り返る
第4回　カウンセリングとは
第5回　カウンセリングの技法
第6回　ラポールの形成とその重要性
第7回　カウンセリングマインドとは何か
第8回　カウンセリングマインドの獲得に向けて
第9回　カウンセリングマインドに沿った対応
第10回　ロールプレイングを用いた実践的な練習
第11回　保護者の心理を考える
第12回　保護者への対応方法を考える
第13回　障害のある子どもの対応を知る
第14回　再び、自己を振り返る
第15回　まとめと試験

◆準備学習の内容◆

参考資料をあらかじめ配布するので、授業までにしっかりと読んでくることが基本である。

◆成績評価の方法◆

授業時間開始と同時に出席をとる。遅刻は認めない。

試験によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを用いる。

◆参考図書◆

渡辺久子　『子育て支援と世代間伝達』　金剛出版
E.W.マコーミック（古川聡訳）　『認知分析療法(CAT）による自己変革のためのマインドフルネス』　福村出版

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

保育臨床Ｂ

林　浩子

◆授業目標◆

保育の現場には様々な子どもがいる。「共感」の視点から一人一人の子どもへの理解を深め、子どもの自分育ちを支えて行くための援助に
ついて学んでいく。教育実習で出会った具体的な子どもや自分自身のかかわりを振り返り、自分自身の問いを持ち、仲間とともに探究しなが
ら協同的な学びを目指す。

◆授業内容・計画◆

第１回：「保育臨床」というアプローチの定義と意義
第２回：子どもを理解するとは（１）共感とは
第３回：子どもを理解するとは（２）共同注意の意義と可能性
第４回：子どもを理解するとは（３）未知性と半解釈
第５回：さまざまなこだわりがある子どもの理解とは
第６回：さまざまなこだわりのある子どもの援助とは
第７回：人とのかかわりに困難を感じている子どもの理解とは
第８回：人とのかかわりに困難を感じている子どもの援助とは
第９回：集団生活に困難を感じている子どもの理解とは
第１０回：集団生活に困難を感じている子どもの援助とは
第１１回：家庭との連携（１）保護者対応
第１２回：家庭との連携（２）保護者との連携
第１３回：関係諸機関との連携
第１４回：保育者間の連携
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

教育実習やこれまでの学修の中で生まれた問いに、グループごとに取り組み、発表する。そのため、グループごとに問いを明確にし、計画的
に準備を行っていくこと。

◆成績評価の方法◆

グループディスカッションや発表を中心とする演習である。授業への参加を重視する。

平常点（授業への取り組み、授業内発表）と期末レポートで総合評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『幼稚園教育要領解説』文部科学省（フレーベル館）.
『幼稚園教育指導資料第２集家庭との連携を図るために』文部科学省（世界文化社）.

◆参考図書◆

『子どもの傍らにいることの意味－保育臨床論考』大場幸夫（萌文書林）.
『共感育ち合う保育の中で』佐伯胖著（ミネルヴァ書房）.
『臨床の知とは何か』中村雄二郎（岩波新書）.
『コマニチュード入門』本田美和子・ｲｳﾞ･ｼﾞﾈｽﾄ・ﾛｾﾞｯﾄ･ﾏﾚｽｺｯﾃｨ（医学書院）.

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 4単位

備考

ECL415N

教育実習Ⅱ

林　浩子

◆授業目標◆

教育実習Ⅰでの学びを深めるための３週間の実習と、その事前、事後指導を中心とする。保育の場は、子どもと子ども、子どもと大人（保育
者・親）、大人と大人の間の関わり合いから、それぞれの学びが生まれる共同の学びの場である。この学びの共同体に自分の目的意識を
持って積極的に参加し、そこでの自分のかかわりを省察し、幼稚園教諭の仕事を内側から知り、保育者としての課題を見つける。

◆授業内容・計画◆

第１回：教育実習Ⅱの意義と服務、実習のスケジュール
第２回：教育実習録Ⅰの分析と教育実習Ⅱの課題の理解
第３回：指導計画の作成と演習（１）日々の記録から計画へ
第４回：指導計画の作成と演習（２）部分実習指導案の作成
第５回：指導計画の作成と演習（３）責任実習指導案の作成
第６回：指導計画の作成と演習（４）責任実習指導案の発表とまとめ
第７回：実習（園の見学と部分実習の準備）
第８回：実習（部分実習）
第９回：実習（責任実習）
第１０回：実習体験のまとめとグループによる話し合い（１）振り返りの作成と相互報告
第１１回：実習体験のまとめとグループによる話し合い（２）相互報告とまとめ
第１２回：実習の反省と自己課題のまとめ
第１３回：実習の成果レポートの作成
第１４回：レポートのクラス内発表
第１５回：実習体験の発表と討議（３、４年生合同）

◆準備学習の内容◆

テキスト３冊のうち、次回の講義内容と関連する部分を毎回提示する。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◆

実習は実習園の完全な好意によって成り立っている。この好意に応える熱意と責任感を持っていない場合は、単位取得は難しいことを十分
に自覚して授業と実習に臨んで欲しい。

実習幼稚園による評価を基本とし、準備段階と実習後の課題提出、授業への参加を総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

（１）『教育実習ハンドアウト』（教育実習Ⅰで使用したもの）
（２）『幼稚園教育指導資料第４集一人一人に応じる指導』文部科学省（フレーベル館）
（３）『幼稚園教育指導資料第１集指導計画の作成と保育の展開』文部科学省（フレーベル館）（教育実習で使用したもの）
なお、実習で使用する『教育実習Ⅱ』は授業内で配布する。

◆参考図書◆

『幼稚園教育指導資料第３集幼児理解と評価』文部科学省（チャイルド社）.
『これで安心保育指導案の書き方』開仁志編著(北大路書房).

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

ECL416N

教職実践演習（幼稚園）

林　浩子

◆授業目標◆

個々の子どもの特性に応じた対応と集団指導の両立、家庭との連携、子どもの安全等に関するさまざまな事例の検討、討議を通じて、（１）
教員の役割（２）教職の意義（３）職務内容等を総合的に理解しているか、また、理解内容を保育の実践に適切にいかすことができるかを確
認する。最終的に、個々の子どもの特性や状況に応じた指導力を高め、保護者との連携や対応の在り方を身に付けることで、クラスを運営
する力を高めることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

第１回：教職実践演習の授業の目的と目標
第２回：教育実習の反省と履修ノートによる自己把握
第３回：集団活動と一人一人に応じる指導（事例と考察）
第４回：子どもの安全と指導と園外活動や行事の計画（ゲスト・ティーチャー）
第５回：事例検討１活動から抜けていこうとする子どもにどう対応するか
第６回：事例検討２集団での造形活動と一人一人に応じた指導（１）造形活動の中の個別の子ども理解
第７回：事例検討３集団での造形活動と一人一人に応じた指導（２）造形活動の中の個別の指導
第８回：事例検討４集団での音楽活動と一人一人に応じた指導（１）音楽活動の中の個別の子ども理解
第９回：事例検討５集団での音楽活動と一人一人に応じた指導（２）音楽活動の中の個別の指導
第１０回：事例検討６子どもの発達に応じた指導（１）個々の子どもの発達を知る
第１１回：事例検討７子どもの発達に応じた指導（２）個々の子どもに応じた指導の工夫
第１２回：家庭との連携と保育計画（事例と考察）
第１３回：事例検討８地域との連携と保育計画
第１４回：事例検討９幼稚園から小学校への移行と学校間の連携
第１５回：まとめ（授業のまとめと履修ノートの完成）

◆準備学習の内容◆

（事前学習：１時間）毎回、次の授業のテーマに関する課題を出す。そのテーマについて、実習でのエピソードや疑問点をまとめて授業に参
加すること。（事後学習：１時間）授業を受けて、実習で実践的に学んだことがどのように自分の中で明確になったのかをワークシートにまと
める。

◆成績評価の方法◆

教職に関わるすべての科目のまとめを行うとともに、保育者としての総合的な実践的な力をつけることを目指す。出席と討議への参加度を重
視する。

討議への積極的な参加度、授業毎のワークシートの作成と提出、期末レポートを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

（１）『障害児保育入門～どの子にもうれしい保育をめざして～』野本茂夫監修、ミネルヴァ書房
（２）『新編若い父母へのメッセージ』毛利子来、ちくま書房

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

表現教育研究Ａ

金子　弘美

◆授業目標◆

江戸の祭囃子、獅子舞を実習することで、笛、太鼓、鉦、舞の基本的技術を身につけ、理解する。

◆授業内容・計画◆

１、日本の伝統音楽
２、日本の横笛の種類と特徴
３、笛の実習１　（音出し、さくら）
４、笛の実習２（投合、早鎌倉）
５、笛の実習３（屋台）、
６、太鼓の種類と特徴
７、太鼓の実習１（投合、早鎌倉）
８、太鼓の実習２（屋台）鉦の実習
９、お囃子の実習
１０、お囃子の歴史と現状
１１、伝統音楽の中の舞
１２、舞の実習
１３、お囃子と舞による総合表現（１）舞を見ながら演奏
１４、お囃子と舞による総合表現（２）舞を見ながら暗譜で演奏
１５、まとめ

◆準備学習の内容◆

太鼓と鉦は口唱歌で文句（フレーズ）を覚え、それを音にします。音符ではなく言葉で音楽を表現します。文句をしっかり覚え、暗譜で演奏で
きるようにします。
笛は音作りに時間がかかります。初めは歌口の位置が唇の正しい位置にあたっているかを確認しながら、一音一音しっかり出せるようにしま
す。毎日短い時間の練習を積み重ねる事により笛の最高音まで出るようになります。

◆成績評価の方法◆

プラスチック製笛（１６００円）とバチ（未定）を購入して下さい。詳細は第一回の授業で説明します。			

授業内テスト			

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で紹介します。			

◆参考図書◆

授業内で紹介します。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 集中 単位数 1単位

備考

表現教育研究Ｂ

宇佐美　明子

◆授業目標◆

幼児教育に携わるものにとって必要な表現教育の技術を習得する。

◆授業内容・計画◆

毎回その道の達人の技を鑑賞し実技指導を受ける

　一日目 遊び歌：後藤紀子氏
　　　　　伝承遊びからオリジナルの曲まで、30曲あまりの
　　　　　遊び歌を紹介しながら、各年齢ごとで違う子ども
　　　　　たちの反応や遊び方、アクシデントへの対応など
　　　　　きめ細かくレクチャーする。動きやすい服装で
　　　　　参加すること。

　二日目 絵本を歌う：伊藤義明氏
　　　　　多種多様な絵本の紹介がある。それぞれの絵本が
　　　　　持つイメージをより豊かに膨らませることができる
　　　　　よう、絵本を歌うことなど音楽と結びつけて考える。

　三日目人形劇／ペーパークラフト：黒須和清氏
　　　　　前半は、身近にある衣料品や台所用品で作られた
　　　　　人形による、劇や遊び歌の紹介があり、後半は、
　　　　　遊べるおもちゃを作る。いずれも教育者にとって
　　　　　教材研究が重要であることが理解できるだろう。
　　　　　手ぬぐいやセロテープなど、細々とした持ち物が
　　　　　必要になる。変更など事前に掲示するので見落とさない
　　　　　ように。

◆準備学習の内容◆

一日目　自分が知っている遊び歌で、実際に子どもと遊んでみ
　　　　る。あるいはシュミレーションしてみる。
　　　　黒っぽい上着着用

二日目　自分の好きな絵本を一冊選び持参すること。事前に
　　　　子どもに読み聞かせる練習をしておく。

三日目　持ち物が多いので落としが無いように準備すること。
　　　　持物は、:安い薄手の浴用タオル２枚、木工用ボンド、油性カラーサインペンセット(ハイマッキー等数色セットのもの)、大きめの薄手の
ハンカチ、はさみ、カッター、セロハンテープ、強力両面テープ、千枚通し(ない人は美術室から貸し出します)の予定。

 

◆成績評価の方法◆

毎回レポートを提出する

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて資料を配布する

◆参考図書◆



授業内容を参照

◆留意事項◆



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

CEP463N

声楽表現Ⅶ

４文

（Ｖ）

◆授業目標◆

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てるようにす
る。
6セメスターを通して学んだ歌唱法をさらに発展させて、より説得力のある優れた歌唱を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

6セメスターまでに習得した歌唱技術を生かして、様々な年代、ジャンルを題材にさらなる総合的な歌唱表現ができるようにする。
（イタリア、ドイツ、フランス、日本、スペイン、英米歌曲、オペラアリア、オラトリオ、など）

授業計画

第1回：ガイダンス
第2回：発声法、呼吸法の基礎、復習
第3回：コンコーネ25番または40番より（１７～20番）
第4回：課題として示された、或いは任意の自由曲１８の
　　　歌唱表現の検討と工夫
第5回：課題として示された、或いは任意の自由曲１８の
　　　歌唱表現の仕上げ
第6回：課題として示された、或いは任意の自由曲１９の
　　　歌唱表現の検討
第7回：課題として示された、或いは任意の自由曲１９の
　　　歌唱表現の工夫
第8回：課題として示された、或いは任意の自由曲１９の
　　　歌唱表現の仕上げ
第9回：コンコーネ25番または40番より（２１～２３番）
第10回：課題として示された、或いは任意の自由曲２０の
　　　歌唱表現の検討
第11回：課題として示された、或いは任意の自由曲２０の
　　　歌唱表現の工夫
第12回：課題として示された、或いは任意の自由曲２０の
　　　歌唱表現の仕上げ
第13回：アンサンブル曲の検討と工夫
第14回：アンサンブル曲の仕上げ
第15回：声楽表現Ⅶのまとめの演奏

◆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（１日最低 30分は練習して前回のレッスンの復習と予習をする）
・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（新曲は歌詞の意味調べ、音取りを必ずしてくること）

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取り組みにより評価する。（授業ごとのフィードバックをすることに加えて、学習曲は暗譜させて評価）

◆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
コンコーネ２５番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社
コンコーネ４０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆



◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

CEP463N

声楽表現Ⅶ

４Ｅ

（Ｖ）

◆授業目標◆

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てるようにす
る。
6セメスターを通して学んだ歌唱法をさらに発展させて、より説得力のある優れた歌唱を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

6セメスターまでに習得した歌唱技術を生かして、様々な年代、ジャンルを題材にさらなる総合的な歌唱表現ができるようにする。
（イタリア、ドイツ、フランス、日本、スペイン、英米歌曲、オペラアリア、オラトリオ、など）

授業計画

第1回：ガイダンス
第2回：発声法、呼吸法の基礎、復習
第3回：コンコーネ25番または40番より（１７～20番）
第4回：課題として示された、或いは任意の自由曲１８の
　　　歌唱表現の検討と工夫
第5回：課題として示された、或いは任意の自由曲１８の
　　　歌唱表現の仕上げ
第6回：課題として示された、或いは任意の自由曲１９の
　　　歌唱表現の検討
第7回：課題として示された、或いは任意の自由曲１９の
　　　歌唱表現の工夫
第8回：課題として示された、或いは任意の自由曲１９の
　　　歌唱表現の仕上げ
第9回：コンコーネ25番または40番より（２１～２３番）
第10回：課題として示された、或いは任意の自由曲２０の
　　　歌唱表現の検討
第11回：課題として示された、或いは任意の自由曲２０の
　　　歌唱表現の工夫
第12回：課題として示された、或いは任意の自由曲２０の
　　　歌唱表現の仕上げ
第13回：アンサンブル曲の検討と工夫
第14回：アンサンブル曲の仕上げ
第15回：声楽表現Ⅶのまとめの演奏

◆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（１日最低 30分は練習して前回のレッスンの復習と予習をする）
・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（新曲は歌詞の意味調べ、音取りを必ずしてくること）

◆成績評価の方法◆

・Ⅴ、Ⅶは平常の授業への取り組みにより評価する。（授業ごとのフィードバックをすることに加えて、学習曲は暗譜させて評価）
・Ⅵ、Ⅷは平常の授業への取り組みと実技試験で評価する。
・試験曲
　Ⅵイタリア歌曲、ドイツ歌曲、フランス歌曲より任意の一曲（3分以内、暗譜）
　Ⅷ：自由曲1曲（5分以内、暗譜）

◆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
コンコーネ２５番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社
コンコーネ４０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

CEP463N

声楽表現Ⅶ

４Ｉ

（Ｖ）

◆授業目標◆

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てるようにす
る。
6セメスターを通して学んだ歌唱法をさらに発展させて、より説得力のある優れた歌唱を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

6セメスターまでに習得した歌唱技術を生かして、様々な年代、ジャンルを題材にさらなる総合的な歌唱表現ができるようにする。
（イタリア、ドイツ、フランス、日本、スペイン、英米歌曲、オペラアリア、オラトリオ、など）

授業計画

第1回：ガイダンス
第2回：発声法、呼吸法の基礎、復習
第3回：コンコーネ25番または40番より（１７～20番）
第4回：課題として示された、或いは任意の自由曲１８の
　　　歌唱表現の検討と工夫
第5回：課題として示された、或いは任意の自由曲１８の
　　　歌唱表現の仕上げ
第6回：課題として示された、或いは任意の自由曲１９の
　　　歌唱表現の検討
第7回：課題として示された、或いは任意の自由曲１９の
　　　歌唱表現の工夫
第8回：課題として示された、或いは任意の自由曲１９の
　　　歌唱表現の仕上げ
第9回：コンコーネ25番または40番より（２１～２３番）
第10回：課題として示された、或いは任意の自由曲２０の
　　　歌唱表現の検討
第11回：課題として示された、或いは任意の自由曲２０の
　　　歌唱表現の工夫
第12回：課題として示された、或いは任意の自由曲２０の
　　　歌唱表現の仕上げ
第13回：アンサンブル曲の検討と工夫
第14回：アンサンブル曲の仕上げ
第15回：声楽表現Ⅶのまとめの演奏

◆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（１日最低 30分は練習して前回のレッスンの復習と予習をする）
・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（新曲は歌詞の意味調べ、音取りを必ずしてくること）

◆成績評価の方法◆

・Ⅴ、Ⅶは平常の授業への取り組みにより評価する。（授業ごとのフィードバックをすることに加えて、学習曲は暗譜させて評価）
・Ⅵ、Ⅷは平常の授業への取り組みと実技試験で評価する。
・試験曲
　Ⅵイタリア歌曲、ドイツ歌曲、フランス歌曲より任意の一曲（3分以内、暗譜）
　Ⅷ：自由曲1曲（5分以内、暗譜）

◆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
コンコーネ２５番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社
コンコーネ４０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

CEP464N

声楽表現Ⅷ

４文

（Ｖ）

◆授業目標◆

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。
教育者としても充分に通用する歌唱表現の知識と経験を積み、より確かな実力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

７セメスターまでに習得したさまざまな知識、演奏技術を、より高めることにより、ジャンルを問わず、総合的な歌唱表現を習得する。個々の
特性を生かした選曲をしながら、より高い技術も身に付け、アンサンブルなどから音楽を共有する喜びを味わうことによって、音楽の本質を
把握し、教育者としても子供から高齢者まで指導できる力を付ける。
そのために、童謡や、一般的に知名度の高い曲なども取り入れて歌えるようにする。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：発声法、呼吸法の復習
第３回：コンコーネ２５番、または４０番より
　　　　(２４～２５番）
第４回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２１の歌唱表現の検討と工夫
第５回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２１の歌唱表現の仕上げ
第６回：アンサンブル曲の検討と工夫
第７回：アンサンブル曲の仕上げ
第８回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２２の歌唱表現の検討と工夫
第９回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２２の歌唱表現の仕上げ
第１０回：コンコーネ１５番、または４０番より
　　　　（１～５番）（２６番～３０番）
第１１回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２３の歌唱表現の検討と工夫
第１２回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２３の歌唱表現の仕上げ
第１３回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２４の歌唱表現の検討と工夫
第１４回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２４の歌唱表現の仕上げと演奏試験曲の選曲
第１５回：演奏試験曲の追求とまとめ

◆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（１日最低 30分は練習して前回のレッスンの復習と予習をする）
・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（新曲は歌詞の意味調べ、音取りを必ずしてくること）

◆成績評価の方法◆

　平常の授業への取り組みにより評価する。（授業ごとのフィードバックをすることに加えて、学習曲は暗譜させて評価）

◆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
コンコーネ２５番　　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社
コンコーネ４０番　　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

CEP464N

声楽表現Ⅷ

４Ｅ

（Ｖ）

◆授業目標◆

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。
教育者としても充分に通用する歌唱表現の知識と経験を積み、より確かな実力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

７セメスターまでに習得したさまざまな知識、演奏技術を、より高めることにより、ジャンルを問わず、総合的な歌唱表現を習得する。個々の
特性を生かした選曲をしながら、より高い技術も身に付け、アンサンブルなどから音楽を共有する喜びを味わうことによって、音楽の本質を
把握し、教育者としても子供から高齢者まで指導できる力を付ける。
そのために、童謡や、一般的に知名度の高い曲なども取り入れて歌えるようにする。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：発声法、呼吸法の復習
第３回：コンコーネ２５番、または４０番より
　　　　(２４～２５番）
第４回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２１の歌唱表現の検討と工夫
第５回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２１の歌唱表現の仕上げ
第６回：アンサンブル曲の検討と工夫
第７回：アンサンブル曲の仕上げ
第８回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２２の歌唱表現の検討と工夫
第９回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２２の歌唱表現の仕上げ
第１０回：コンコーネ１５番、または４０番より
　　　　（１～５番）（２６番～３０番）
第１１回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２３の歌唱表現の検討と工夫
第１２回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２３の歌唱表現の仕上げ
第１３回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２４の歌唱表現の検討と工夫
第１４回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２４の歌唱表現の仕上げと演奏試験曲の選曲
第１５回：演奏試験曲の追求とまとめ

◆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（１日最低 30分は練習して前回のレッスンの復習と予習をする）
・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（新曲は歌詞の意味調べ、音取りを必ずしてくること）

◆成績評価の方法◆

　定期実技試験と平常授業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
コンコーネ２５番　　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社
コンコーネ４０番　　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社



◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

CEP464N

声楽表現Ⅷ

４Ｉ

（Ｖ）

◆授業目標◆

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。
教育者としても充分に通用する歌唱表現の知識と経験を積み、より確かな実力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

７セメスターまでに習得したさまざまな知識、演奏技術を、より高めることにより、ジャンルを問わず、総合的な歌唱表現を習得する。個々の
特性を生かした選曲をしながら、より高い技術も身に付け、アンサンブルなどから音楽を共有する喜びを味わうことによって、音楽の本質を
把握し、教育者としても子供から高齢者まで指導できる力を付ける。
そのために、童謡や、一般的に知名度の高い曲なども取り入れて歌えるようにする。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：発声法、呼吸法の復習
第３回：コンコーネ２５番、または４０番より
　　　　(２４～２５番）
第４回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２１の歌唱表現の検討と工夫
第５回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２１の歌唱表現の仕上げ
第６回：アンサンブル曲の検討と工夫
第７回：アンサンブル曲の仕上げ
第８回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２２の歌唱表現の検討と工夫
第９回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２２の歌唱表現の仕上げ
第１０回：コンコーネ１５番、または４０番より
　　　　（１～５番）（２６番～３０番）
第１１回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２３の歌唱表現の検討と工夫
第１２回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２３の歌唱表現の仕上げ
第１３回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２４の歌唱表現の検討と工夫
第１４回：課題として示された、或いは任意の自由曲
　　　　２４の歌唱表現の仕上げと演奏試験曲の選曲
第１５回：演奏試験曲の追求とまとめ

◆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（１日最低 30分は練習して前回のレッスンの復習と予習をする）
・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（新曲は歌詞の意味調べ、音取りを必ずしてくること）

◆成績評価の方法◆

定期実技試験と平常授業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
コンコーネ２５番　　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社
コンコーネ４０番　　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社



◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

CEP467N

器楽表現（ピアノ）Ⅶ

４Ｖ

（Ｐ）

◆授業目標◆

1.楽譜からいかに人間の感情を読み取り、それをピアノで表現することができるか、常に探究心をもって、課題にあたる。　2.既に学んだテク
ニックと表現力のより一層の向上を目指す。特にカンタービレ奏法を学び、ピアノで「歌う」ことができるよう心掛ける。　3.重唱の伴奏や歌唱
指導の際の「弾き歌い」などの能力を身につける。　4.オペラ・アリアの伴奏などを通じ、テンポの重要性を理解する。

◆授業内容・計画◆

第1回　重唱の伴奏（1）、Sm:重音3度I
第2回　重唱の伴奏（2）、Sm:重音3度II
第3回　弾き歌い（1）、Sm:重音3度III
第4回　弾き歌い（2）、Sm:重音6度I
第5回　ロマン派の小品（1）（読譜と分析）、Sm：重音6度II
第6回　ロマン派の小品（2）（表現研究）、Sm：重音6度III
第7回　ロマン派の小品（3）（暗譜と仕上げ）、Sm:重音6度IV
第8回　オペラ・アリアの伴奏（1）（歌詞についての研究と読譜　Sｍ：重音による半音階　短3度
第9回　オペラ・アリアの伴奏（2）（オーケストラ・パートのピアノ表現）、Sｍ：重音による半音階
第10回　オペラ・アリアの伴奏（3）（表現の研究、テンポのコントロールなど）、Sm:　重音による半音階　完全4度
第11回　近・現代の小品（1）曲の性格、時代背景などを学ぶ、Sｍ：重音による半音階　増4度
第12回　近・現代の小品（2）表現可能性についての検討、Sm:重音による半音階　完全5度
第13回　近・現代の小品（3）暗譜と仕上げ、Sｍ：重音による半音階　短6度
第14回　まとめ、　Sｍ：重音による半音階　長6度、
第15回　試演会、夏休み課題の検討

◆準備学習の内容◆

・課題についてよく準備して臨む。
・伴奏の演習にあたっては、歌と伴奏の役割を交代しながら、両方のパートを学ぶ。

◆成績評価の方法◆

ソロ作品、アンサンブル作品ともに、課題への真摯な取り組みと積極性、達成度により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト（その他の基礎音形）Smと略記

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

CEP467N

器楽表現（ピアノ）Ⅶ

４鍵

（Ｐ）

◆授業目標◆

I～IVの基礎過程で学習した内容を深め、より高度で音楽的なピアノ演奏が出来ることを目指す。そして専攻のオルガン・電子オルガンでの演
奏能力の向上に役立てる。

◆授業内容・計画◆

・高度なピアノ演奏テクニックと表現力の習得
・個々の能力に合った作品を学ぶ
・伴奏及び連弾・二台ピアノを学ぶ

第1回目　春休み宿題曲①弾き合う
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　連弾曲①作品構造分析
第5回目　連弾曲②音色,フーレージング,ペダリングに留意
第6回目　連弾曲③お互いのパートを良く聴き表現を深める
第7回目　連弾曲④仕上げ
第8回目　自由曲①近現代の曲から選ぶ
第9回目　自由曲②曲の理解、構造分析
第10回目　自由曲③表現に相応しいタッチ、テクニックの習得
第11回目　自由曲④表現を深める
第12回目　自由曲⑤イメージをしっかり描く
第13回目　自由曲⑥細部迄表現を磨く
第14回目　自由曲⑦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◆

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
※中学校・高等学校の教科書の歌唱曲及び鑑賞用の曲(伴奏用)

※※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◆



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

CEP467N

器楽表現（ピアノ）Ⅶ

４Ｓ

（Ｐ）

◆授業目標◆

1.楽譜からいかに人間の感情を読み取り、それをピアノで表現することができるか、常に探究心をもって、課題にあたる。 2.既に学んだテク
ニックと表現力のより一層の向上を目指す。特にカンタービレ奏法を学び、ピアノで「歌う」ことができるよう心掛ける。 3.重唱の伴奏や歌唱指
導の際の「弾き歌い」などの能力を身につける。 4.教育実習を見据えた、直ちに実践できる応用適応能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

第1回　重唱の伴奏（１）　出身中学、高校の校歌を使って、伴奏を学ぶ
第2回　重唱の伴奏（２）　校歌における、各声部の和声的意味を、再度確認する
第3回　重唱の伴奏（３）　短い重唱曲を取り上げ、伴奏パートの重要な音を理解する
第4回　重唱の伴奏（４）　実際に演奏を通して、バランスについて考える
第5回　ロマン派の小品（１）　楽譜の選び方について学ぶ
第6回　ロマン派の小品（２）　各国それぞれの”ロマン派作品”についての特徴を理解する
第7回　ロマン派の小品（３）　楽譜に書かれている楽語について詳しく意味を理解する
第8回　ロマン派の小品 （４）   フレーズにおける”声楽的要素”、”器楽的要素”について考える（１）フレーズ感について考える
第9回　ロマン派の小品（５）　フレーズにおける”声楽的要素”、”器楽的要素”について考える（２）ハーモニーを意識する
第10回　ロマン派の小品（６）　演奏上のタイミング、音楽的『揺れ』の可能性について学ぶ、仕上げ
第11回　近・現代の小品（１）　読譜、特徴について学ぶ
第12回　近・現代の小品（2）　表現可能性についての検討
第13回　近・現代の小品（3）　打鍵について考える（現代のピアノにおける特徴に触れながら）
第14回　近・現代の小品（４）　和声について考える（スケールメイトの復習をしながら）
第15回　近・現代の小品（５）　仕上げ、試演会

◆準備学習の内容◆

・課題についてよく準備して臨む。
・伴奏の演習にあたっては、歌と伴奏の役割を交代しながら、両方のパートを学ぶ。

◆成績評価の方法◆

ソロ作品、アンサンブル作品ともに、課題への真摯な取り組みと積極性、達成度により評価する。

◆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◆



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

CEP467N

器楽表現（ピアノ）Ⅶ

４文

（Ｐ）

◆授業目標◆

ピアノ演奏の技術及び表現力を発展させる。また最終学年であることを鑑みて、演奏と研究を両立させる。（例えば解説文を書いてみるなど）

◆授業内容・計画◆

教材　　様々な時代の作品及び20世紀以降の作品
バルトーク、ストラビンスキー、シェーンベルク、ウエーベルン、メシアン、ケージ、フェルドマン、ベリオ、シュトックハウゼンなど基礎となる作
品、武満徹ほか現代日本のピアノ作品。又、西ヨーロッパ、アメリカのみならずアジア、中東、中南米、東欧等の地域の作曲家の新しい作品
も視野に入れて選曲する。

授業計画
第１回　新しい必修曲の作曲家の生涯と時代背景を研究
第２回　練習方法について
第３回　様々な曲の初見及び現代記譜法の研究
第４回　必修曲の詳しい分析と表現の研究
第５回　練習を踏まえて問題点の探求
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様々な曲の初見
第９回　必修曲の作曲家の生涯と時代背景を追求
第10回　練習方法の研究
第11回　現代記譜法を詳しく研究
第12回　必修曲を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
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◆

・前回のレッスンを踏まえて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◆

達成度で授業内評価を行なう。

◆教科書（使用テキスト）◆

必修曲の楽譜

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

CEP467N

器楽表現（ピアノ）Ⅶ

４ＥＩ

（Ｐ）

◆授業目標◆

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。アンサンブル課題にも
取り組みながら複数で演奏表現をする為の呼吸法や奏法を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：自由選択曲（1）〜楽曲背景発表
第３回：自由選択曲（2）〜多様な音楽表現の検討
第４回：自由選択曲（3）〜音楽表現の工夫
第５回：仕上げ
第６回：アンサンブル曲研究（1）〜１台４手課題曲『中田喜直』
第７回：アンサンブル曲研究（2）〜１台４手課題曲『三善晃』
第８回：アンサンブル曲研究（3）〜２台４手課題曲『モーツァルト』
第９回：アンサンブル曲研究（4）〜２台４手課題曲『ショパン』
第１０回：アンサンブル曲研究（5）〜２台４手課題曲『ドビュッシー』
第１１回：アンサンブル曲研究（6）〜２台４手課題曲『サン・サーンス』
第１２回：アンサンブル曲研究（7）〜２台４手課題曲『チャイコフスキー』
第１３回：アンサンブル曲研究（8）〜２台４手課題曲『ガーシュイン』
第１４回：研究発表
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・スケールメイトを練習すること。
・宿題とされた課題は、作品研究をして調べたことを器楽表現学習ノートに記録し、授業で発表できるようにすること。
・研究で得た知識をピアノ演奏に生かし、よく練習して授業に臨むこと。
　（目安　毎日60分程度）

◆成績評価の方法◆

※教材曲例一覧は学生便覧（別冊）を参照。

・授業の意欲・態度や学習ノートの記入状況、技術の向上・成果を授業内評価（100点満点）したものをAA～Dの評価にして提示する。
・学習ノートは、随時点検してコメントを書き、授業内でフィードバックする。

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト。その他、授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

CEP468N

器楽表現（ピアノ）Ⅷ

４Ｖ

（Ｐ）

◆授業目標◆

1.これまでに学んだテクニックと表現力のより一層の向上を目指し、自発的な表現意欲と音楽への洞察力を深める。　2.ピアノ協奏曲などを
通じ、オーケストラの様々な音色についてより詳しく学び、多彩でスケールの大きな演奏を目指す。　3.初級者のピアノ演奏について、正しくア
ドバイスしたり、より音楽的な表現に近づくことを導ける指導力も身につける。

◆授業内容・計画◆

第1回　ピアノ入門教材を用い、指導法について学ぶ（1）、Sm:重音による半音階　オクターブ
第2回　ピアノ入門教材を用い、指導法について学ぶ（2）、Sm:重音による半音階　長2度
第3回　ピアノ協奏曲（1）（コンチェルトのスタイルを学ぶ）、Sm:連打音（1）
第4回　ピアノ協奏曲（2）（読譜）、Sm:連打音（2）
第5回　ピアノ協奏曲（3）（オーケストラ・パートの研究）、Sm:半音階反進行
第6回　ピアノ協奏曲（4）（録音資料と共にスコアリーディングを行い、移調楽器の記譜法を学ぶ）、Sm:アルペジオ応用形
第7回　ピアノ協奏曲（5）表現の研究、Sm:属7アルペジオ
第8回ピアノ協奏曲（6）演奏と聴取、Sm:カデンツの復習　基礎形
第9回　自由課題曲（1）（読譜、分析）、Sm:カデンツの復習　転回形
第10回　自由課題曲（2）（表現研究）、　Sm:カデンツの復習　その他のカデンツ
第11回　自由課題曲（3）（暗譜と仕上げ）
第12回　これまでに学んだレパートリーの演習
第13回　弾き歌いなど、初見課題に取り組む
第14回　試演会
第15回　4年間の総括

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨む。
・様々な楽器、記譜法についての知識を得てレッスンに臨む。

◆成績評価の方法◆

自主的な研究と演奏の達成度、課題に対しての積極的な取り組みによって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト（そのほかの基礎音形）Smと略記
ピアノ初級入門教材

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

CEP468N

器楽表現（ピアノ）Ⅷ

４鍵

（Ｐ）

◆授業目標◆

I～IVの基礎過程で学習した内容を深め、より高度で音楽的なピアノ演奏が出来ることを目指す。そして専攻のオルガン・電子オルガンでの演
奏能力の向上に役立てる。

◆授業内容・計画◆

・高度なピアノ演奏テクニックと表現力の習得
・個々の能力に合った作品を学ぶ
・伴奏及び連弾・二台ピアノ作品を学ぶ
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　重奏曲①作品構造分析
第5回目　重奏曲②音色,フーレージング,ペダリングに留意
第6回目　重奏曲③お互いのパートを良く聴き表現を深める
第7回目　重奏曲④仕上げ
第8回目　自由曲①選定
第9回目　自由曲②曲の理解、構造分析
第10回目　自由曲③表現に相応しいタッチ、テクニックの習得
第11回目　自由曲④表現を深める
第12回目　自由曲⑤イメージをしっかり描く
第13回目　自由曲⑥細部迄表現を磨く
第14回目　自由曲⑦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◆

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
※中学校・高等学校の教科書の歌唱曲及び鑑賞用の曲(伴奏用)

※※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◆



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

CEP468N

器楽表現（ピアノ）Ⅷ

４Ｓ

（Ｐ）

◆授業目標◆

1.これまでに学んだテクニックと表現力のより一層の向上を目指し、自発的な表現意欲と音楽への洞察力を深める。 2.初級者のピアノ演奏
について、正しくアドバイスしたり、より音楽的な表現に近づくことを導ける指導力も身につける。 3.日本人作品への知識を深める。

◆授業内容・計画◆

第1回　ピアノ入門教材を用い、指導法について学ぶ（1) 　指の形、手の形の意味について考える
第2回　ピアノ入門教材を用い、指導法について学ぶ（2） 和声の重要性について考える〜スケールメイトを使用しながら〜
第3回　邦人作品を学ぶ（１)  日本の作曲家について学ぶ
第4回　邦人作品を学ぶ（２） 読譜、音楽的特徴の研究
第5回　邦人作品を学ぶ（３） フレーズを感じながら、音楽的呼吸を考えて練習する
第6回　邦人作品を学ぶ（４） 音のバランス、強弱の質について考える
第7回　邦人作品を学ぶ（５） 全体の流れを考える
第8回　邦人作品を学ぶ（６） 仕上げ
第9回   自由課題曲（１）　読譜、作品の背景について学ぶ
第10回　自由課題曲 （２）　自主的に表現をすることに挑戦し、全体像を考えながら音楽的抑揚をつけていく
第11回　自由課題曲（３）　 暗譜について学ぶ（１）フレーズの呼吸をとらえる
第12回　自由課題曲（４）　暗譜について学ぶ（２）和声感に対する意識
第13回　自由課題曲（５）　実際により確実な暗譜ができるように仕上げに向けていく
第14回　自由課題曲（６）　試演会
第15回　４年間のまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨む。
・様々な楽器、記譜法についての知識を得てレッスンに臨む。

◆成績評価の方法◆

自主的な研究と演奏の達成度、課題に対しての積極的な取り組みによって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ピアノ初級入門教材

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

CEP468N

器楽表現（ピアノ）Ⅷ

４文

（Ｐ）

◆授業目標◆

ピアノ演奏の技術及び表現力を発展させる。また最終学年であることを鑑みて、演奏と研究を両立させる。（例えば解説文を書いてみるなど）

◆授業内容・計画◆

教材　　様々な時代の作品及び20世紀以降の作品
バルトーク、ストラビンスキー、シェーンベルク、ウエーベルン、メシアン、ケージ、フェルドマン、ベリオ、シュトックハウゼンなど基礎となる作
品、武満徹ほか現代日本のピアノ作品。又、西ヨーロッパ、アメリカのみならずアジア、中東、中南米、東欧等の地域の作曲家の新しい作品
も視野に入れて選曲する。
三年間の勉強の上に立って、また最終学年であることを踏まえて、演奏と研究を両立させる。（例えば解説文を書いてみるなど）

授業計画
第１回　新しい必修曲の作曲家の生涯と時代背景を研究
第２回　練習方法について
第３回　様々な曲の初見及び現代記譜法の研究
第４回　必修曲の詳しい分析と表現の研究
第５回　練習を踏まえて問題点の探求
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様々な曲の初見
第９回　必修曲の作曲家の生涯と時代背景を追求
第10回　練習方法の研究
第11回　現代記譜法を詳しく研究
第12回　必修曲を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
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◆

・前回のレッスンを踏まえて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◆

演奏試験で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

必修曲の楽譜

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

CEP468N

器楽表現（ピアノ）Ⅷ

４ＥＩ

（Ｐ）

◆授業目標◆

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。アンサンブル課題にも
取り組みながら複数で演奏表現をする為の呼吸法や奏法を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：自由選択曲（1）〜楽曲背景発表
第３回：自由選択曲（2）〜多様な音楽表現の検討
第４回：自由選択曲（3）〜音楽表現の工夫
第５回：卒業試験曲の取り組み
第６回：各自の卒業試験曲研究（1)楽曲研究
第７回：各自の卒業試験曲研究（2)楽曲背景発表
第８回：各自の卒業試験曲研究（3)多様な音楽表現の検討
第９回：各自の卒業試験曲研究（4)音楽表現の工夫
第１０回：各自の卒業試験曲研究（5)ディスカッション
第１１回：各自の卒業試験曲研究（6)暗譜の取り組み
第１２回：総合的な音楽表現の追求
第１３回：仕上げ
第１４回：発表
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・スケールメイトを練習すること。
・宿題とされた課題は、作品研究をして調べたことを器楽表現学習ノートに記録し、授業で発表できるようにすること。
・研究で得た知識をピアノ演奏に生かし、よく練習して授業に臨むこと。
　（目安　毎日60分程度）

◆成績評価の方法◆

・授業の意欲・態度や学習ノートの記入状況、技術の向上・成果を授業内評価（100点満点）したものと実技試験（100点満点）を合計し、
　2分の1にした点数をAA～Dの評価にして提示する。なお実技試験は複数の教員で採点する。
・学習ノートは、随時点検してコメントを書き、授業内でフィードバックする。

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト。その他、授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,2年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

CES201U

オルガン基礎講座

菅　哲也

◆授業目標◆

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◆

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。

◆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◆



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 前期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

CES202U

チェンバロ基礎講座

大塚　直哉

◆授業目標◆

チェンバロという楽器の構造や歴史的な奏法を知り、もともとチェンバロで弾かれることを想定して書かれた鍵盤音楽についての理解を深め
る

◆授業内容・計画◆

３日間の集中講義の形でおこなう。
【第１日】
①チェンバロの発音の仕組み、楽器の構造～ピアノとのタッチや響きの違いを研究する
②チェンバロで”語る・歌う”ためには～バッハの≪インヴェンションとシンフォニア≫を中心に
③通奏低音の面白さ~アンサンブルの中のチェンバロ

【第２日】
④チェンバロの様々なタイプ
⑤いろいろな調律法
⑥チェンバロ音楽の歴史をたどる～16世紀の終わりから17世紀の初めにかけてのスペイン、イギリス、オランダ、イタリアの作品　→　17世紀
から18世紀にかけてのフランスの作品　→　1685年生まれの3人組～スカルラッティ、バッハ、ヘンデル　など～

【第3日】
⑦クラヴィーアの仲間たち（チェンバロのほかに、クラヴィコード、フォルテピアノ、ポジティフオルガンなど）～バッハの息子たち、モーツァル
ト、ハイドン
⑧チェンバロで”踊る”ためには～バッハの組曲を中心に

※講義の中で、モデルレッスン生として実際にチェンバロやフォルテピアノを弾いてくれる人を事前に募集する。詳しくは掲示を確認すること。

◆準備学習の内容◆

バッハのインヴェンションを1曲、またはフランス組曲等の中の舞曲から1曲弾けるようにして参加すること。また参考図書を講義前に一読して
おくことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

受講希望者が多い場合には事前レポート等で選抜することがある。

講義内では楽器を弾くモデルを募ったり、質問を募ったりする予定なので、受け身にならず、ぜひ積極的に参加してもらいたい。そのような授
業への参加の積極度とレポートを合算して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

渡邊順生「チェンバロ、フォルテピアノ」(東京書籍)

◆留意事項◆



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-302 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

作曲技法史Ⅰ

斉木　由美

◆授業目標◆

時代、地域、社会背景に伴って発展してきた西洋音楽を、音楽観、様式、形式、楽器法、記譜法、音楽理論、更には、地域性、作曲家の独自
性など、様々な観点から考察し、開拓されてきた作曲技法がどのように音楽に結実しているかを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

前期は、主にバロックからフランス近代までの様々な作曲作品を取りあげ、それらの作曲技法を研究する。以下の内容は履修生の状況に応
じて変更がありうる。

1：単旋律聖歌から多声音楽へ
2：中世の音楽
3：ルネサンス音楽１（フランドル楽派を中心に）
4：ルネサンス音楽２（ローマ楽派、ヴェネツィア楽派を中心に）
5：バロックの音楽１（長・短調和声法、モノディ、通奏低音）
6：バロックの音楽２（協奏原理に基づく様々な音楽から）
7：バッハの作曲技法（フーガの技法を中心に）
8：古典派の音楽１（ソナタ形式）
9：古典派の音楽２（ベートーヴェンのピアノソナタ）
10：古典派の音楽３：（室内楽、交響曲）
11：ロマン派の音楽１（ピアノ書法）
12：ロマン派の音楽２（歌曲）
13：ロマン派の音楽３（標題音楽、楽劇）
14：印象主義（ドビュッシーの作品から）
15：変奏の技法

◆準備学習の内容◆

時代順に進めていくので、事前に西洋音楽史をある程度、理解しておくことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

1：平常の授業への取り組みを重視する
2：試験またはレポート

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜、指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,2年 クラス ０１

講義室 N-302 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

作曲技法史Ⅱ

斉木　由美

◆授業目標◆

時代、地域、社会背景に伴って発展してきた西洋音楽を、音楽観、様式、形式、楽器法、記譜法、音楽理論、更には、地域性、作曲家の独自
性など、様々な観点から考察し、開拓されてきた作曲技法がどのように音楽に結実しているかを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

後期は、２０世紀以降の音楽作品を取りあげ、様々な作曲技法を知ることにより作曲家の意図を知り、音楽の本質を学ぶ。以下の内容は状
況に応じて変更がありうる。

1：後期ロマン派からの流れ（R・シュトラウス、マーラー、シェーンベルク）
2：無調（シェーンベルクの作品から）
3：無調から１２音技法へ
4：１２音技法（新ウィーン楽派の作品から）
5：原始主義、民族主義（ストラヴィンスキー、バルトーク）
6：新古典主義
7：メシアンの技法と音楽
8：ミュージック・セリエル（ブーレーズ）
9：ミュージック・セリエル（シュトックハウゼン）
10：偶然性の音楽（ケージ）
11：電子音楽、ミュージックコンクレート、コンピュータ音楽
12：クラスター音楽
13：ミニマルミュージック
14：スペクトル楽派
15：その他の新しい音楽（ラッヘンマン、シャリーノ等）

◆準備学習の内容◆

時代順に進めていくので、事前に西洋音楽史をある程度、理解しておくことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

1：平常の授業への取り組みを重視する
2：試験またはレポート

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜、指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

総譜奏法ＢⅠ

清水　祥平

◆授業目標◆

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 前半
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 後半
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◆

平常の授業への取り組み及び実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

総譜奏法ＢⅠ

清水　祥平

◆授業目標◆

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 前半
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 後半
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◆

平常の授業への取り組み及び実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

総譜奏法ＢⅡ

清水　祥平

◆授業目標◆

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◆

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

平常の授業への取り組み及び実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

総譜奏法ＢⅡ

清水　祥平

◆授業目標◆

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◆

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

平常の授業への取り組み及び実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,2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

総譜奏法ＢⅢ

石井　佑輔

◆授業目標◆

交響作品をピアノで演奏出来るようにする。また初見試奏を通して内的な聴覚を養い、特にアンサンブルや伴奏に不可欠な多角的で深い読
譜力を身につける。

◆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、ピアノで立体的な演奏ができることを目指します。
また初見や移調などを通して、抽象的な音楽理論と実際の演奏を結び付けることで、深い読譜力と、特に伴奏やアンサンブルに必要な資質
を養います。
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 （ベートーヴェン）
4.古典派の弦楽三重奏、四重奏のピアノ編曲と視奏　（モーツァルト）
5.ピアノ曲の初見試奏　（プレバロック～古典派）
6.ピアノ曲の初見試奏　　（古典派～ロマン派）
7.アンサンブルにおけるチェレスタ、ピアノパートの指揮を見ながらの視奏
8.移調楽器の読譜
9.歌曲の移調（長2度下）
10.歌曲の移調（短2度下）
11.混声合唱作品のピアノ編曲と視奏
12.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
13.古典派の交響作品のピアノ編曲と視奏　（シューベルト）
14.古典派の交響作品のピアノ編曲と視奏　（ベートーヴェン）
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

ハ音記号を含む読譜に慣れておくこと。
なるべく多くの交響曲に触れる機会をもつこと。

◆成績評価の方法◆

視奏が中心の授業になるので、苦手意識をもたず積極的に参加すること。

平常の取り組み＋期末試験

◆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◆



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 2-14 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

総譜奏法ＢⅣ

石井　佑輔

◆授業目標◆

交響作品をピアノで演奏出来るようにする。また初見試奏を通して内的な聴覚を養い、特にアンサンブルや伴奏に不可欠な多角的で深い読
譜力を身につける。

◆授業内容・計画◆

前期（総譜奏法Ⅲ）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　（シューベルト）
4.初期ロマン派の弦楽四重奏のピアノ編曲と視奏　（シューマン、ブラームス）
5.ロマン派弦楽合奏のピアノ編曲と視奏
6.ピアノ曲の初見試奏　（古典派～ロマン派）
7.ピアノ曲の初見試奏　（ロマン派～近代）
8.20世紀ピアノ曲の初見試奏
9.移調楽器の読譜
10.歌曲の移調（長、短3度下）
11.歌曲の移調（長2度上）
12.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
13.声楽を含む交響作品のピアノ編曲と視奏
14.古典派およびロマン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◆

ハ音記号を含む読譜に慣れておくこと。
なるべく多くの交響曲に触れる機会を持つこと。

◆成績評価の方法◆

視奏が中心の授業になるので、苦手意識をもたず積極的に参加すること。

平常の取り組み＋期末試験

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-B 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

CRS040U

指揮法研究Ⅲ

森垣　桂一

◆授業目標◆

（1）楽曲の指揮で直面する様々な問題と、演奏解釈について主体的に取り組み、自らの演奏に生かすことができる。（2）古典派の楽曲を、ふ
さわしい音楽表現によって指揮できる。（3）ロマン派の楽曲を、ふさわしい音楽表現によって指揮できる。

◆授業内容・計画◆

指揮者は、高度なバトンテクニック、深い演奏解釈と効率の良いリハーサル・テクニックを要求される。管弦楽、吹奏楽、合唱等の指揮で必要
な、これらの実践的なテクニックの応用を学ぶ。

指揮法研究IIIでは、より進んだ指揮の技術を学ぶ。課題曲は、古典派からロマン派に至る管弦楽作品の中から適宜取り上げる。また、受講
生は、ピアニストと指揮者を適宜交代して行う。2台のピアノを使用。実習においては、受講生になるべく均等に機会を与える。とり上げる課題
（楽曲）については、履修学生の能力や適正を考慮しつつその都度決定される。

第1回　オリエンテーション（リハーサルとコンサート本番について）
＜古典派の楽曲＞
第2回　モーツァルト「フィガロの結婚序曲」より（1）基礎
第3回　モーツァルト「フィガロの結婚序曲」より（2）応用
第4回　モーツァルト「交響曲第39番」より（1）基礎
第5回　モーツァルト「交響曲第39番」より（2）応用
第6回　ベートーヴェン「エグモント序曲」より（1）基礎
第7回　ベートーヴェン「エグモント序曲」より（2）応用
第8回　ベートーヴェン「交響曲第5番」より（1）基礎
第9回　ベートーヴェン「交響曲第5番」より（2）応用
第10回　ベートーヴェン「交響曲第5番」より（3）発展
＜ロマン派の音楽＞
第11回　シューマン「子供の情景」より（1）基礎
第12回　シューマン「子供の情景」より（2）応用
第13回　メンデルスゾーン「無言歌」より（1）基礎
第14回　メンデルスゾーン「無言歌」より（2）応用
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・課題を指揮するための練習を十分にしておくこと。
・授業内で配布するピアノ譜（分奏する）を練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

各自、指揮棒を用意すること。

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）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

「指揮法教程」斉藤秀雄著（音楽之友社）
「完本・指揮法入門」高階正光著（音楽之友社）
「指揮法」マックス・ルードルフ著（音楽之友社）
「指揮者という仕事」シャルル・ミュンシュ著（春秋社）
「指揮者の奥義」ヘルマン・シェルヘン著（春秋社）
「管弦楽法」ウォルター・ピストン著（音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-B 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

CRS041U

指揮法研究Ⅳ

森垣　桂一

◆授業目標◆

（1）楽曲の指揮で直面する様々な問題と、演奏解釈について主体的に取り組み、自らの演奏に生かすことができる。（2）ロマン派の楽曲をふ
さわしい音楽表現によって指揮できる。（3）近代の楽曲をふさわしい音楽表現によって指揮できる。

◆授業内容・計画◆

指揮者は、高度なバトンテクニック、深い演奏解釈と効率の良いリハーサル・テクニックを要求される。管弦楽、吹奏楽、合唱等の指揮で必要
な、これらの実践的なテクニックの応用を学ぶ。

指揮法研究IVでは引き続き、より進んだ指揮の技術を学ぶ。課題曲は、ロマン派から近現代に至る管弦楽作品の中から適宜取り上げる。ま
た、受講生は、ピアニストと指揮者を適宜交代して行う。2台のピアノを使用。アンサンブルによる実習を行う。今までにショスタコーヴィチ作曲
「祝典序曲」、ストラヴィンスキー作曲「ロシアの踊り」バーンスタイン作曲「シンフォニック・ダンスより」等のセッションを行った。とり上げる課題
（楽曲）については、履修学生の能力や適正を考慮しつつその都度決定される。

第1回　オリエンテーション
第2回　チャイコフスキー「エレジー」より（1）基礎
第3回　チャイコフスキー「エレジー」より（2）応用
第4回　ドヴォルザーク「新世界交響曲」より（1）基礎
第5回　ドヴォルザーク「新世界交響曲」より（2）応用
第6回　ドヴォルザーク「新世界交響曲」より（3）発展
＜近代の楽曲＞
第7回　バルトーク「ミクロコスモス」より（1）基礎
第8回　バルトーク「ミクロコスモス」より（2）応用
第9回　ドビュッシー「子供の領分」より（1）基礎
第10回　ドビュッシー「子供の領分」より（2）応用
第11回　ドビュッシー「子供の領分」より（3）発展
第12回　ラヴェル「マ・メール・ロワ」より（1）基礎
第13回　ラヴェル「マ・メール・ロワ」より（2）応用
第14回　ラヴェル「マ・メール・ロワ」より（3）発展
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・課題曲を指揮するための練習を十分にしておくこと。
・授業内で配布するピアノ譜（分奏する）を練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

各自、指揮棒を用意すること。

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）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

「指揮法教程」斉藤秀雄著（音楽之友社）
「完本・指揮法入門」高階正光著（音楽之友社）
「指揮法」マックス・ルードルフ著（音楽之友社）
「指揮者という仕事」シャルル・ミュンシュ著（春秋社）
「指揮者の奥義」ヘルマン・シェルヘン著（春秋社）
「管弦楽法」ウォルター・ピストン著（音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

CES401N

管弦楽法ＣⅠ

栗山　和樹

◆授業目標◆

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◆

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」

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

CES402N

管弦楽法ＣⅡ

栗山　和樹

◆授業目標◆

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◆

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

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-32 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュⅤ

阿部　孝史

◆授業目標◆

基礎的なソルフェージュ能力を身につけて、音楽の表現、解釈につなげていけるようにする。

◆授業内容・計画◆

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。
第1回　ガイダンス、学生能力の見極め
第2回　C dur a moll　4拍子系のリズムの記譜
第3回　F dur d moll
第4回　D dur h moll
第5回　B dur g moll
第6回　A dur fis moll
第7回　Es dur c moll
第8回　多様な調性に取り組む　3拍子系のリズムの記譜
第9回　多様な調性　基本的なリズムパターン
第10回　多様な調性　タイがついたリズム
第11回　多様な調性　シンコペーション
第12回　多様な調性　総合的な課題
第13回　8分の6拍子を中心に
第14回　8分の6拍子の複雑なリズムパターン
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

学生自身が取り組んでいる楽曲について、調性、構造を調べて主題を書き出す。

◆成績評価の方法◆

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◆



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 2-16 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュⅤ

安田　結衣子

◆授業目標◆

楽譜に書かれていることを、的確に早く読み取るための訓練をし、自身の実技演奏に繋げることを目的とする。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス
第2回　ピアノによる聴音
第3回　ピアノによる多声聴音
第4回　ピアノ以外の楽器による聴音
第5回　クレ読み（ソプラノ記号）
第6回　クレ読み（アルト記号）
第7回　クレ読み（テノール記号）
第8回　クレ読み（メゾソプラノ記号、バリトン記号）
第9回　クレで書かれている合唱
第10回　移調楽器を歌う、聴音
第11回　リズム打ち、リズム聴音
第12回　リズムアンサンブル
第13回　新曲視唱（独唱、弾き歌い）
第14回　新曲視唱（重唱）
第15回　試験、まとめ

◆準備学習の内容◆

宿題を課することがある

◆成績評価の方法◆

平常点及び学期末試験により評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配布する

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-32 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュⅥ

阿部　孝史

◆授業目標◆

基礎的なソルフェージュ能力の獲得と、さらに幅広い音楽の理解に役立てる。

◆授業内容・計画◆

聴音書き取りは複声を主に扱う。
実際の楽曲からの聴音も取り入れる。
第1回  ガイダンスと個々の能力把握
第2回  2声の聴音　初級レベル
第3回  2声の聴音　中級レベル
第4回  2声の聴音　上級レベル
第5回  3声の聴音　初級レベル
第6回  3声の聴音　中級レベル
第7回  3声の聴音　上級レベル
第8回  4声の聴音　和声スタイルの初級
第9回  4声の聴音　和声スタイルの中級
第10回  4声の聴音　和声スタイルの上級
第11回  総合　実際の楽曲から　ピアノ音色
第12回  総合　実際の楽曲から　オーケストラ曲から
第13回  スコアリーディングの基礎
第14回  スコアリーディングの基礎　アンサンブル
第15回  まとめと評価

◆準備学習の内容◆

次回の授業で扱う聴音、新曲の課題を暗譜してくる。

◆成績評価の方法◆

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◆



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 2-16 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュⅥ

安田　結衣子

◆授業目標◆

楽譜に書かれていることを、的確に早く読み取るための訓練をし、自身の実技演奏に繋げることを目的とする。

◆授業内容・計画◆

第1回　前期の復習
第2回　ピアノによる聴音
第3回　ピアノによる多声聴音
第4回　ピアノ以外の楽器による聴音
第5回　クレ読み（ソプラノ記号）
第6回　クレ読み（アルト記号）
第7回　クレ読み（テノール記号）
第8回　クレ読み（メゾソプラノ記号、バリトン記号）
第9回　移調楽器を歌う、聴音
第10回　さまざまな旋法を歌う
第11回　コラールを歌う、数字付低音
第12回　リズム打ち、リズム聴音
第13回　新曲視唱（独唱、弾き歌い）
第14回　新曲視唱（重唱、合唱）
第15回　試験、まとめ

◆準備学習の内容◆

宿題を課することがある

◆成績評価の方法◆

平常点及び学期末試験により評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配布する

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュⅦ

山田　香

◆授業目標◆

ソルフェージュⅠ～Ⅳで学習してきたソルフェージュの基礎能力を、実作品に応用する。 特に声楽作品を演奏するのに必要な基礎能力（視
唱、読譜、リズムなど）の強化、重唱や合唱などアンサンブルに必要な能力の強化を目指す。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス
2. 歌曲の視唱・読譜力の強化(1) イタリア古典歌曲より
3. 歌曲の視唱・読譜力の強化(2) 日本歌曲より
4. オペラ アリアの視唱・読譜力の強化(1) W.A.モーツァルトの作品より
5. オペラ アリアの視唱・読譜力の強化(2) G.プッチーニの作品より
6. 歌曲とオペラ アリアの課題による視唱・読譜力のまとめ
7. 重唱(歌曲)の視唱・アンサンブル力の強化(1) 古典派の作品より
8. 重唱(歌曲)の視唱・アンサンブル力の強化(2) 前期ロマン派の作品より
9. 重唱(オペラ)の視唱・アンサンブル力の強化(1) W.A.モーツァルトの作品より
10. 重唱(オペラ)の視唱・アンサンブル力の強化(2) G.ヴェルディの作品より
11. 重唱課題による視唱・アンサンブル力のまとめ
12. 合唱(宗教曲)の視唱・アンサンブル力の強化(1) レクイエムより
13. 合唱(オペラ)の視唱・アンサンブル力の強化(1) W.A.モーツァルトの作品より
14. 合唱課題による視唱・アンサンブル力のまとめ
15. 実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

取り上げる内容が重唱などのアンサンブル作品の場合に、授業前に楽譜の準備や譜読みが必要となる場合がある。

◆成績評価の方法◆

毎回五線ノートを準備すること。

平常の授業への取り組み方、授業内実技試験を総合して評価する。

◆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）

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュⅧ

山田　香

◆授業目標◆

ソルフェージュⅠ～Ⅳで学習してきたソルフェージュの基礎能力を、実作品に応用する。特に声楽作品を演奏するのに必要な基礎能力（視
唱、読譜、リズムなど）の強化、重唱や合唱などアンサンブルに必要な能力の強化を目指す。前期に学習した内容を別の作品を用いて強化
する。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス
2. 歌曲の視唱・読譜力の強化(3) イタリア・ドイツ歌曲より
3. 歌曲の視唱・読譜力の強化(4) フランス歌曲より
4. オペラ アリアの視唱・読譜力の強化(3) G.ドニゼッティの作品より
5. オペラ アリアの視唱・読譜力の強化(4) 邦人作曲家の作品より
6. 歌曲とオペラ アリアの課題による視唱・読譜力のまとめ
7. 重唱(歌曲)の視唱・アンサンブル力の強化(3) 後期ロマン派の作品より
8. 重唱(歌曲)の視唱・アンサンブル力の強化(4) 近・現代の作品より
9. 重唱(オペラ)の視唱・アンサンブル力の強化(3) G.プッチーニの作品より
10. 重唱(オペラ)の視唱・アンサンブル力の強化(4) 邦人作曲家の作品より
11. 重唱課題による視唱・アンサンブル力のまとめ
12. 合唱(宗教曲)の視唱・アンサンブル力の強化(2) F.ヘンデル「メサイア」より
13. 合唱(オペラ)の視唱・アンサンブル力の強化(2) G.ロッシーニの作品より
14. 合唱課題による視唱・アンサンブル力のまとめ
15. 実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

取り上げる内容が重唱などのアンサンブル作品の場合に、授業前に楽譜の準備や譜読みが必要となる場合がある。

◆成績評価の方法◆

毎回五線ノートを準備すること。

平常の授業への取り組み方、授業内実技試験を総合して評価する。

◆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）

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

CES405N

ハーモニーⅦ

林　達也

◆授業目標◆

今までに習得した和声書法の基礎の確認と補習及びその発展。前期はＪ．Ｓバッハのコラール及び様式和声を研究する大学院の入試準備
など、特に4年生のために充分な準備と補習ができる。それぞれの能力に対応した課題を実践する。調性の力学や声部の流麗な動向を理論
的な観点と感覚的な把握を重要視した書式訓練と実践を行うことができる。

◆授業内容・計画◆

今までに学んだ和声法の基礎の確認と補習。
古典派の機能和声から近代までの和声理論の実践を行う。

前期：基礎を固め、確認するための課題を重点的にまず行っていく。基礎が不十分な人は、足りない項目を補っていく。また、バッハ作品の
分析を併せて行う。

第1回  ガイダンス
第2回  三和音の連結法
第3回  四和音の連結法
第4回  属9根省の連結法
第5回  諸規則のまとめ
第6回  準固有和音
第7回  反復進行
第8回  転調課題の実践
第9回  和音外音含む課題
第10回  J.Sバッハのコーラルについて
第11回  コーラル書法の理論
第12回  コーラル書法の実践①「通奏低音付バス課題」
第13回  コーラル書法の実践②「ソプラノ旋律による課題」
第14回  カノン的模倣のコーラル
第15回  まとめ
 
進度は受講者のレヴェルに応じて多少前後することがある。

◆準備学習の内容◆

これまでの学習の復習。

◆成績評価の方法◆

1.課題
2.平常の授業への取り組み

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配布および教科書

　「新しい　和声」林達也　著　アルテスパブリッシング　社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

CES406N

ハーモニーⅧ

林　達也

◆授業目標◆

今までに習得した和声書法の基礎の確認と補習及びその発展。J.Sバッハ・モーツァルト・シューマン・ショパンなどの様式和声を研究する。
特に4年生は大学院入試準備の補習としても活用できる。それぞれの能力に対応した課題を実践する。調性の力学や声部の流麗な動向を
理論的な観点と感覚的な把握を重要視した書式訓練と実践を行うことができる。

◆授業内容・計画◆

今までに学んだ和声法の基礎の確認と補習。
古典派の機能和声から近代までの和声理論の実践を行う。

後期：1８世紀から20世紀の大作曲家の作品の和声分析などを行う。

第1回  バッハ様式について（概論）
第2回  バッハの和声様式課題の実施方法
第3回  バッハの和声様式課題の実践
第4回　転回対位法を含む和声課題の実施
第5回  フーガ導入部を含むバス課題の実施
第6回  モーツァルトの和声様式について（概論）
第7回  モーツァルトの和声様式の実践
第8回  シューマンの和声様式について（概論）
第9回  シューマンの和声様式の実践
第10回  ショパンの和声様式について（概論）
第11回  ショパンの和声様式の実践
第12回  フォーレの和声様式について（概論）
第13回  フォーレの和声様式の実践
第14回  ドビュッシーの和声様式について（概論）
第15回  まとめ

進度は受講者のレヴェルに応じて多少前後することがある。

◆準備学習の内容◆

これまでの学習の復習。

◆成績評価の方法◆

1.与えられた課題の実施量
2.平常の授業への取り組み
3.試験

◆教科書（使用テキスト）◆

「新しい　和声」　林　達也著　アルテスパブリッシング　社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-13 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

CES213N

キーボード・ハーモニー入門Ⅰ

【川上先生クラス】

川上　統

◆授業目標◆

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）基礎編
5)I-IV-V-Iのカデンツと伴奏付け（2）アルベルティバス，アルペジョ等
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（ドッペルドミナントを中心に）
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（その他の副属和音）
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◆

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◆



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 2-32 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

CES213N

キーボード・ハーモニー入門Ⅰ

【上田先生クラス】

上田　真樹

◆授業目標◆

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）基礎編
5)I-IV-V-Iのカデンツと伴奏付け（2）アルベルティバス，アルペジョ等
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（ドッペルドミナントを中心に）
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（その他の副属和音）
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◆

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◆



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 2-13 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

CES213N

キーボード・ハーモニー入門Ⅰ

【神本先生クラス】

神本　真理

◆授業目標◆

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）基礎編
5)I-IV-V-Iのカデンツと伴奏付け（2）アルベルティバス，アルペジョ等
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（ドッペルドミナントを中心に）
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（その他の副属和音）
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◆

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◆



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 2-13 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

CES213N

キーボード・ハーモニー入門Ⅰ

【篠田先生クラス】

篠田　昌伸

◆授業目標◆

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）基礎編
5)I-IV-V-Iのカデンツと伴奏付け（2）アルベルティバス，アルペジョ等
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（ドッペルドミナントを中心に）
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（その他の副属和音）
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◆

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◆



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 2-31 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

CES213N

キーボード・ハーモニー入門Ⅰ

【川島先生クラス】

川島　素晴

◆授業目標◆

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）基礎編
5)I-IV-V-Iのカデンツと伴奏付け（2）アルベルティバス，アルペジョ等
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（ドッペルドミナントを中心に）
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（その他の副属和音）
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◆

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◆



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 2-03 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

CES213N

キーボード・ハーモニー入門Ⅰ

【篠田先生クラス】

篠田　昌伸

◆授業目標◆

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）基礎編
5)I-IV-V-Iのカデンツと伴奏付け（2）アルベルティバス，アルペジョ等
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（ドッペルドミナントを中心に）
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（その他の副属和音）
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◆

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◆



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 2-13 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

CES213N

キーボード・ハーモニー入門Ⅰ

【台信先生クラス】

台信　遼

◆授業目標◆

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）基礎編
5)I-IV-V-Iのカデンツと伴奏付け（2）アルベルティバス，アルペジョ等
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（ドッペルドミナントを中心に）
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（その他の副属和音）
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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-13 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

CES214N

キーボード・ハーモニー入門Ⅱ

【川上先生クラス】

川上　統

◆授業目標◆

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）概要と三和音の実習
5)通奏低音(数字付きバス)（2）七の和音やその他の応用編
6)通奏低音(数字付きバス)（3）実際の楽曲のリアリゼーション
7)借用和音の転回形（1）ドッペルドミナントを中心に
8)借用和音の転回形（2）その他の副属和音
9)準固有和音
10)転調（1）近親転調を中心に
11)転調（2）応用編
12)合奏と移調奏
13)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，前半）
14)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，後半）
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◆

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◆



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 2-32 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

CES214N

キーボード・ハーモニー入門Ⅱ

【上田先生クラス】

上田　真樹

◆授業目標◆

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）概要と三和音の実習
5)通奏低音(数字付きバス)（2）七の和音やその他の応用編
6)通奏低音(数字付きバス)（3）実際の楽曲のリアリゼーション
7)借用和音の転回形（1）ドッペルドミナントを中心に
8)借用和音の転回形（2）その他の副属和音
9)準固有和音
10)転調（1）近親転調を中心に
11)転調（2）応用編
12)合奏と移調奏
13)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，前半）
14)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，後半）
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◆

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◆



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 2-13 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

CES214N

キーボード・ハーモニー入門Ⅱ

【神本先生クラス】

神本　真理

◆授業目標◆

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）概要と三和音の実習
5)通奏低音(数字付きバス)（2）七の和音やその他の応用編
6)通奏低音(数字付きバス)（3）実際の楽曲のリアリゼーション
7)借用和音の転回形（1）ドッペルドミナントを中心に
8)借用和音の転回形（2）その他の副属和音
9)準固有和音
10)転調（1）近親転調を中心に
11)転調（2）応用編
12)合奏と移調奏
13)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，前半）
14)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，後半）
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◆

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◆



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 2-13 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

CES214N

キーボード・ハーモニー入門Ⅱ

【篠田先生クラス】

篠田　昌伸

◆授業目標◆

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）概要と三和音の実習
5)通奏低音(数字付きバス)（2）七の和音やその他の応用編
6)通奏低音(数字付きバス)（3）実際の楽曲のリアリゼーション
7)借用和音の転回形（1）ドッペルドミナントを中心に
8)借用和音の転回形（2）その他の副属和音
9)準固有和音
10)転調（1）近親転調を中心に
11)転調（2）応用編
12)合奏と移調奏
13)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，前半）
14)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，後半）
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◆

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◆



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 2-31 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

CES214N

キーボード・ハーモニー入門Ⅱ

【川島先生クラス】

川島　素晴

◆授業目標◆

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）概要と三和音の実習
5)通奏低音(数字付きバス)（2）七の和音やその他の応用編
6)通奏低音(数字付きバス)（3）実際の楽曲のリアリゼーション
7)借用和音の転回形（1）ドッペルドミナントを中心に
8)借用和音の転回形（2）その他の副属和音
9)準固有和音
10)転調（1）近親転調を中心に
11)転調（2）応用編
12)合奏と移調奏
13)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，前半）
14)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，後半）
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◆

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◆



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 2-03 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

CES214N

キーボード・ハーモニー入門Ⅱ

【篠田先生クラス】

篠田　昌伸

◆授業目標◆

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）概要と三和音の実習
5)通奏低音(数字付きバス)（2）七の和音やその他の応用編
6)通奏低音(数字付きバス)（3）実際の楽曲のリアリゼーション
7)借用和音の転回形（1）ドッペルドミナントを中心に
8)借用和音の転回形（2）その他の副属和音
9)準固有和音
10)転調（1）近親転調を中心に
11)転調（2）応用編
12)合奏と移調奏
13)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，前半）
14)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，後半）
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◆

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◆



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 2-13 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

CES214N

キーボード・ハーモニー入門Ⅱ

【台信先生クラス】

台信　遼

◆授業目標◆

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）概要と三和音の実習
5)通奏低音(数字付きバス)（2）七の和音やその他の応用編
6)通奏低音(数字付きバス)（3）実際の楽曲のリアリゼーション
7)借用和音の転回形（1）ドッペルドミナントを中心に
8)借用和音の転回形（2）その他の副属和音
9)準固有和音
10)転調（1）近親転調を中心に
11)転調（2）応用編
12)合奏と移調奏
13)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，前半）
14)自作曲の弾き歌い（クラスの半数，後半）
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◆

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◆



ナンバリング

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

キーボード・ハーモニーＡⅠ

教育現場での実践方法を中心に学ぶ。 

中明　佳代

◆授業目標◆

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◆

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◆



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 月２ 単位数 1単位

備考

キーボード・ハーモニーＢⅠ

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◆

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◆

“The girl from Ipanema”を使用した実践的なハーモニー学習
1.	和音記号の学習
2.	属七における第７音と第３音
3. 属七におけるフレーズ
4.	４和音による密集和音
5.	低音旋律の形成と演習
6.	属九和音　第９音の研究、準固有和音
7.	高次倍音から和声音の解決
8.	“Blue Bossa”による応用

「That's a Plenty」を使用した実践的なハーモニー学習
9.	和音記号の学習
10.	旋律形模倣と展開
11.	アルペジオ等による和音を利用した旋律型創作
12.	経過音による旋律作り
13. 半音階を利用した旋律作り
14.	合奏
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◆

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。

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◆



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

キーボード・ハーモニーＣⅠ

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◆

●バロック音楽の根幹でもあり、数字付き低音に示された和声を、音楽的かつ具体的に音にする「通奏低音演奏法」を通じて、時代・作曲家
それぞれに見られる和声感や様式感を養います。 ●基礎力を大事にし、徐々に応用していきながら、より良く調性音楽を理解し表現するた
めの技術・感性を、理論と実践の両面から研鑽します。 ●バロック時代の通奏低音のみならず、フランスの数字付き和声（四声体）にも応用
できるようにし、柔軟な和声感覚を身に着けることも目的とします。

◆授業内容・計画◆

1.   ガイダンス：バロック時代の通奏低音について（数字付き低音の概要と解説）
2.   三和音（基本形）①基礎
3.   三和音（基本形）②応用
4.   六の和音（第1転回形）①基礎
5.   六の和音（第1転回形）②応用
6.   四六の和音（第2転回形）
7.   繋留音の解決（4－3）
8.   五六の和音①基礎
9.   五六の和音②応用
10.  二の和音①基礎
11.  二の和音②応用
12.  繋留音の解決（7－6）
13.  七の和音①基礎
14.  七の和音②応用
15.  まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業中に取り組む課題、指示した予習・復習課題を随時積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

通奏低音奏法は、とにかく慣れることが大事なので、毎授業内で行った内容を各自必ず復習し、次の授業に臨むこと。

授業中の取り組みや演奏内容において評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でその都度指示する。

◆参考図書◆

楽譜、資料、参考文献等はその都度指示し、併せて資料プリント配布も行う。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス 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

キーボード・ハーモニーＤⅠ

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◆

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」前半
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」後半
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」前半
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」後半
８)「8beatの伴奏のかたち～アルペジオを弾く」
９)「8beat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」前半
１１)「メロディと伴奏を同時に弾いてみる」後半
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）とまとめ

◆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◆

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
いきなり作詞ができてしまう本！（言視BOOKS）／葉月けめこ著／言視舎

◆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◆



ナンバリング

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

キーボード・ハーモニーＡⅡ

教育現場での実践方法を中心に学ぶ。 

中明　佳代

◆授業目標◆

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◆

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◆



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 月２ 単位数 1単位

備考

キーボード・ハーモニーＢⅡ

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◆

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◆

”The Peanut Vendor”を使用したハーモニー学習
1.	分散和音を利用した伴奏形
2.	変位音を使用した伴奏形
3.	様々な様式における伴奏型

“little sunflower”を使用したハーモニー学習
4.	旋法
5.	倚和音の解決
6.	so what コード
7.	倚和音解決を利用した旋律作り
8.	合奏

“How Blue Can You Get Live at the regal”を使用したハーモニー学習
9.	解決しない属七を特徴とする様式
10.	Blue noteを使用した旋律形（１）(基本)
11.	Blue noteを使用した旋律形（２）(キーボード作成)

“Billie’s Bounce”を使用したハーモニー学習
12.	和音の置き換え
13.	第７音と第３音を利用した旋律形
14.	旋律の展開
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◆

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。

平常での授業の取り組みにより評価。
学期末の授業内試験

◆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◆



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

キーボード・ハーモニーＣⅡ

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◆

	●バロック音楽の根幹でもあり、数字付き低音に示された和声を、音楽的かつ具体的に音にする「通奏低音演奏法」を通じて、時代・作曲家
それぞれに見られる和声感や様式感を養います。 ●基礎力を大事にし、徐々に応用していきながら、より良く調性音楽を理解し表現するた
めの技術・感性を、理論と実践の両面から研鑽します。 ●バロック時代の通奏低音のみならず、フランスの数字付き和声（四声体）にも応用
できるようにし、柔軟な和声感覚を身に着けることも目的とします。

◆授業内容・計画◆

1.    ガイダンス：バロック時代の通奏低音について（数字付き低音の概要と解説）
2.   【前期の復習】三和音（基本形）、六の和音（第1転回形）、四六の和音（第2転回形）
3.   【前期の復習】繋留音の解決（4－3）、五六の和音
4.   【前期の復習】二の和音、繋留音の解決（7－6）
5.   【前期の復習】七の和音
6.    繋留音の解決（9－8）①基礎
7.    繋留音の解決（9－8）②応用
8.    二重繋留音の解決①基礎
9.    二重繋留音の解決②応用
10.   二重繋留音の解決③発展
11.   様々な数字による総合実践演習①基礎
12.   様々な数字による総合実践演習②応用
13.   アンサンブル作品の実践①基礎
14.   アンサンブル作品の実践②応用
15.   まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業中に取り組む課題、指示した予習・復習課題を随時積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

通奏低音奏法は、とにかく慣れることが大事なので、毎授業内で行った内容を各自必ず復習し、次の授業に臨むこと。

授業中の取り組みや演奏内容において評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でその都度指示する。

◆参考図書◆

楽譜、資料、参考文献等はその都度指示し、併せて資料プリント配布も行う。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス 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

キーボード・ハーモニーＤⅡ

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◆

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)「４beatのベースラインを弾いてみる」
５)「４beat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」前半
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」後半
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」前半
１２)「メロディを歌いながら伴奏を弾く」後半　～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）とまとめ

◆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◆

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
いきなり作詞ができてしまう本！（言視BOOKS）／葉月けめこ著／言視舎

◆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◆



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

CES217S

楽曲分析Ⅰ

上田　真樹

◆授業目標◆

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）和音の表記について
第４回  和声分析の基礎（２）実作品の分析
第５回  歌曲（１）二部形式
第６回  歌曲（２）三部形式
第７回  歌曲（３）通作歌曲
第８回  変奏曲
第９回  ロンド形式とリトルネッロ形式
第10回  カノンとフーガ（１）様々なカノン
第11回  カノンとフーガ（２）フーガの分析
第12回  ソナタ形式（１）全体の構造と提示部
第13回  ソナタ形式（２）展開部と再現部
第14回  ソナタ形式（３）総括
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◆

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◆



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

CES218S

楽曲分析Ⅱ

上田　真樹

◆授業目標◆

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  ロマン派のピアノ曲（１）ショパン
第２回  ロマン派のピアノ曲（２）ブラームス
第３回  連作歌曲（１）全体の構造
第４回  連作歌曲（２）各曲の分析
第５回  連作歌曲（３）詩と音楽
第６回  近代の音楽（１）様々な和声
第７回  近代の音楽（２）動機
第８回  近代の音楽（３）様々な理論
第９回  オペラ（１）作品の成立ちと背景
第10回  オペラ（２）示導動機
第11回  オペラ（３）全体の構造
第12回  交響曲（１）形式と構造
第13回  交響曲（２）分析
第14回  交響曲（３）総括
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◆

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◆



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 2-21 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

CES219U

楽曲分析Ⅲ

中橋　愛生

◆授業目標◆

楽曲分析の基本的なアプローチの種類や方法を学び、授業で採り上げた曲に留まること無く、他の楽曲についても自力で分析し、演奏に反
映できるようになる。

◆授業内容・計画◆

開講前の計画は下記の通りだが、受講生の興味関心に応じて内容・楽曲の変更もありうる。

　１）ガイダンス
　２）音楽の可視化
　３）旋律・動機の分析（種々の楽曲断片を用いて）
　４）楽節構造（ベートーヴェン：交響曲第5番 第3楽章など）
　５）リート形式１（一部形式、二部形式）
　６）リート形式２（三部形式）
　７）和声分析１（非和声音について）
　８）和声分析２（非和声音還元と楽曲の要約）
　９）和声分析３（和声リズムや和音設定）
１０）種々のカノン技法（バッハ：音楽の捧げもの など）
１１）フーガ（バッハ：平均律クラヴィーア曲集 第1巻 g-moll）
１２）変奏曲１（モーツァルト：きらきら星変奏曲）
１３）変奏曲２（シューベルト：「しぼめる花」の主題による序奏と変奏曲）
１４）試験と評価
１５）まとめ

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る。

◆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。
また、授業時間内に分析を完遂できなかった場合、残りを自宅で行なうよう指示することもある。

◆成績評価の方法◆

試験および授業内演習への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

基本的にプリントを配布するが、できれば自身で楽譜を所持することが望ましい。

◆参考図書◆

『新版 楽式論』石桁真礼生 著（音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-21 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

CES220U

楽曲分析Ⅳ

中橋　愛生

◆授業目標◆

「楽曲分析Ⅲ」の内容を継続しつつ、その上で一つの楽曲について多角的な視点を総合してアナリーゼすることで、「分析のための分析」では
なく、「知情の一致としての音楽表現」を目指すための分析ができるようになる。

◆授業内容・計画◆

開講前の計画は下記の通りだが、受講生の興味関心に応じて内容・楽曲の変更もありうる。

　１）複合二部形式（ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集 第13番など）
　２）複合三部形式（モーツァルト：交響曲第40番 第3楽章など）
　３）リトルネロ形式、ロンド形式（バッハ：ヴァイオリン協奏曲第2番 第3楽章など）
　４）ソナタ形式１（クレメンティ：ソナチネ op.39-1 第1楽章など）
　５）ソナタ形式２（ベートーヴェン：ピアノソナタ第1番 第１楽章）
　６）ソナタ形式３（ブラームス：クラリネットソナタ第1番 第1楽章）
　７）循環形式１（ホルスト：吹奏楽のための組曲 第1番 第1楽章）
　８）循環形式２（ホルスト：吹奏楽のための組曲 第1番 第2,3楽章）
　９）歌詞と音の関係１（伊藤康英：あんこまぱん 第1楽章）
１０）歌詞と音の関係２（伊藤康英：あんこまぱん 第2,3楽章）
１１）十二音技法（ウェーベルン：こどものための小品）
１２）その他の視点からの分析１（ベートーヴェン：交響曲 第9番 第4楽章 前半）
１３）その他の視点からの分析２（ベートーヴェン：交響曲 第9番 第4楽章 後半）
１４）試験と評価
１５）まとめ

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る。

◆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。
また、授業時間内に分析を完遂できなかった場合、残りを自宅で行なうよう指示することもある。

◆成績評価の方法◆

試験および授業内演習への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

基本的にプリントを配布するが、できれば自身で楽譜を所持することが望ましい。

◆参考図書◆

『新版 楽式論』石桁真礼生 著（音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-16 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

CES407N

自由対位法Ⅰ

小山　和彦

◆授業目標◆

(1)対位法の実習により、よい旋律線と音の響きを体得する。
(2)各種旋法とその特徴を様々な作品の中で知る。
(3)フーガを中心にポリフォニーの組み立てとその意味を理解する。

◆授業内容・計画◆

1.　ポリフォニースタイルで書かれた楽曲の分析とその意味について(導入)
2.　各種旋法とその用法
3.　対全音符実習(1)対位法実習の導入
4.　対全音符(2)メロディラインと音程
   『平均律クラヴィーア曲集』分析(1)後世への影響
5.　対２分音符実習(1)経過音の扱い
　　『平均律クラヴィーア曲集』分析(2)前奏曲とフーガの関係
6.　対２分音符実習(2)音程の跳躍
　　『平均律クラヴィーア曲集』分析(3)主題について
7.　対２分音符実習(3)実際の楽曲での応用
　　『平均律クラヴィーア曲集』分析(4)声楽作品等との関連
8.　対４分音符実習(1)非和声音の扱い
　　『平均律クラヴィーア曲集』分析(5)ストレッタについて
9.　 対４分音符実習(2)カンビアータについて
　　『平均律クラヴィーア曲集』分析(6)主題の反行形
10.　対４分音符実習(3)広い音域の移動
　　『平均律クラヴィーア曲集』分析(7)全体の構築について
11.　非和声音の理解と掛留音を含む対旋律
12.　混合リズムによる対位法実習(1)リズムの組み立て
13.　混合リズムによる対位法実習(2)非和声音とストレス
14.　混合リズムによる対位法実習(3)２声対位法実習の仕上げ
15.　ポリフォニーについてのまとめ

◆準備学習の内容◆

授業時に完結しなかった課題を完成させておくのが望ましい。

◆成績評価の方法◆

対位法の実習では、到達目標(授業時にこなす課題数や進度)を決めて取り組んでください。

授業時の課題チェックと提出物による。

◆教科書（使用テキスト）◆

『平均律クラヴィーア曲集　第1,2巻』J.S.Bach作曲 原典版が望ましい。
その他資料配付。

◆参考図書◆

『対位法』　Knud Jeppesen著　柴田南雄、皆川達夫訳　東京創元社（絶版だが、本学図書館所蔵）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-16 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

CES408N

自由対位法Ⅱ

小山　和彦

◆授業目標◆

(1)実作品でのポリフォニーの用法を理解する。(2) インヴェンションなど、自分の能力に応じた短い対位法的楽曲が書けるようにする。

◆授業内容・計画◆

1.バロック時代の宗教曲と音楽言語
2.インヴェンションの分析(1)転調など全体の構造　３声対位法(1)対全音符
3.インヴェンションの分析(2)モティーフの提示と経過部　３声対位法(2)対全音符
4.インヴェンションの分析(3)カノン的な組み立て  ３声対位法(3)対2分音符
5.インヴェンションの分析(4)音域の変化と書法　　３声対位法(4)対4分音符
6.シンフォニアの分析(1)３声部の組み合わせ方　　３声対位法(5)対4分音符
7.シンフォニアの分析(2)スタイルの比較
8.古典派、ロマン派の楽曲におけるポリフォニックな組み立て方
9.ドビュッシーの『前奏曲集』におけるポリフォニー的な書法
10.短いカノンの作成(1)声部間の音程関係
11.短いカノンの作成創作(2)リズムの組み合わせ方
12.２声の簡単なピアノ曲、あるいはインヴェンションの書き方
13.個別指導(1)モティーフの組み合わせを中心として
14.個別指導(2)全体の組み立て方を中心に
15.課題の提出とまとめ

◆準備学習の内容◆

授業中に実習した課題で完結しないものは出来るだけ完成させておいてください。また、特に最後の提出物は、計画的に書き進めてくださ
い。

◆成績評価の方法◆

課題などは時間内に出来るだけ多くこなすように努めてください。

授業時の課題のチェックと提出物による

◆教科書（使用テキスト）◆

『インヴェンションとシンフォニア』J.S.Bach作曲(原典版が望ましい)　その他、各自が所有している楽譜は持参してもらうことがある。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

演奏の為の理論ソルフェージュⅠ

板倉　康明

◆授業目標◆

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(水平的音像の形成)
３）勉強している作品を読譜からの検証２(垂直的音像の形成)
４）勉強している作品をリズムから検証１(水平的音像の形成)
５）勉強している作品をリズムから検証２(垂直的音像の形成)
６）勉強している作品の内的聴取の検証１(水平的音像の形成)
７）勉強している作品の内的聴取の検証２(垂直的音像の形成)
８）新たな作品を読譜からの検証１(水平的音像の形成)
９）新たな作品を読譜からの検証２(垂直的音像の形成)
１０）新たな作品をリズムから検証１(水平的音像の形成)
１１）新たな作品をリズムから検証２(垂直的音像の形成)
１２）新たな作品の内的聴取の検証１(水平的音像の形成)
１３）新たな作品の内的聴取の検証２(垂直的音像の形成)
１４）既習作品と新たな作品への理解度の検証１(水平的音像の形成)
１５）既習作品と新たな作品への理解度の検証２(垂直的音像の形成

◆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◆

・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。
・ソルフェージュⅢⅣで「応用４」クラス以上の学生を履修対象とする。第一回の授業に必ず出席すること。

平常の授業への取り組み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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-028 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

演奏の為の理論ソルフェージュⅡ

板倉　康明

◆授業目標◆

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(水平的音像の形成)
２）近代作品の読譜からの理解と実践２(垂直的音像の形成)
３）近代作品のリズムからの理解と実践１(水平的音像の形成)
４）近代作品のリズムからの理解と実践２(垂直的音像の形成)
５）近代作品の内的聴取からの理解と実践１(水平的音像の形成)
６）近代作品の内的聴取からの理解と実践２(垂直的音像の形成)
７）現代作品の読譜からの理解と実践１(水平的音像の形成)
８）現代作品の読譜からの理解と実践２(垂直的音像の形成)
９）現代作品のリズムからの理解と実践１(水平的音像の形成)
１０）現代作品のリズムからの理解と実践２(垂直的音像の形成)
１１）現代作品の内的聴取からの理解と実践１(水平的音像の形成)
１２）現代作品の内的聴取からの理解と実践２(垂直的音像の形成)
１３）通年で学習した作品の総括１(水平的音像の形成)
１４）通年で学習した作品の総括２(垂直的音像の形成)
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◆

・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。
・ソルフェージュⅢⅣで「応用４」クラス以上の学生を履修対象とする。第一回の授業に必ず出席すること。

平常の授業への取り組みで考えるが、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◆



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

CES221N

旋法和声Ⅰ

吉田　真梨

◆授業目標◆

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、どのような旋法が存在し、どのよう
な作品が生まれたか、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◆

中世から２０世紀までの各時代の楽曲分析と、様々な旋法を使った課題の実施、小品の作曲を試みる。
また、課題の実施に先立ち、数字式低音についても学習する。
※進度は学生の要望、理解度に応じて調整する。

１．古代ギリシャの音楽
２．中世の音楽①グレゴリオ聖歌と教会旋法
３．中世の音楽②ノートル・ダム楽派
４．中世の音楽③アルス・アンティカ
５．中世の音楽④アルス・ノヴァ
６．記譜法研究（図書館ガイダンス）
７．ルネサンスの音楽①ブルゴーニュ楽派
８．ルネサンスの音楽②フランドル楽派
９．後期ルネサンスの音楽：パレストリーナ他
１０．バロックの音楽①モンテヴェルディ他
１１．バロックの音楽②数字式低音
１２．バロックの音楽③バッハ：コラール
１３．バロックの音楽④バッハ：フーガ
１４．旋法を使った作品の創作
１５．発表

◆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、授業外でも積極的に作品分析をすること。
数字式低音に関する課題や作曲の添削を授業内で行う。

◆成績評価の方法◆

図書館ガイダンスの日程は未定。

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◆



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

CES222N

旋法和声Ⅱ

吉田　真梨

◆授業目標◆

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、どのような旋法が存在し、どのよう
な作品が生まれたか、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◆

中世から２０世紀までの各時代の楽曲分析と、様々な旋法を使った課題の実施、小品の作曲を試みる。
また、課題の実施に先立ち、数字式低音についても学習する。
※進度は学生の要望、理解度に応じて調整する。

１．古典派の音楽に見られる旋法性
２．ロマン派の音楽に見られる旋法性
３．フランス近代の音楽①フォーレ/初期歌曲
４．フランス近代の音楽②フォーレ/後期歌曲
５．フランス近代の音楽③フォーレ/レクイエム
６．フランス近代の音楽④ドビュッシー/歌曲
７．フランス近代の音楽⑤ドビュッシー/器楽曲
８．フランス近代の音楽⑥ラヴェル：室内楽曲
９．フランス近代の音楽⑦ラヴェル：管弦楽曲
１０．フランス近代の音楽⑧サティ他
１１．東欧の音楽：バルトーク他
１２．アメリカの音楽：バーンスタイン
１３．現代の音楽：メシアン他
１４．旋法を使った作品の創作
１５．作品発表

◆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、授業外でも積極的に作品分析をすること。
和声課題や作曲の添削を授業内で行う。

◆成績評価の方法◆

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◆



ナンバリング

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 集中 単位数 2単位

備考

CML202T

コンピュータ音楽概論Ｄ

莱　孝之

◆授業目標◆

すでに音楽史の一部となりつつある「コンピュータ音楽の歴史」を、コンピュータ音楽技術の解説と共に作品視聴を通して考察し、２１世紀の
音楽芸術、さらにメディアアートへの理解を深める。なお、本授業で取り上げるコンピュータ音楽は「芸術コンピュータ音楽」である。

◆授業内容・計画◆

このクラスではコンピュータ音楽に関する以下のサブジェクトをとりあげる。

Day-1:
１　イントロダクション「コンピュータ音楽とは」
２　コンピュータ支援作曲
３　コンピュータ音合成技術　1 (Bell Laboratories)
４　コンピュータ音合成技術　2 (Frequency Modulation 他)
５　コンピュータ音合成技術を用いて制作されたFixed Media作品
Day-2:
６　楽器とFixed Media（テープ）のための作品
７　リアルタイム・コンピュータ音合成技術
８　ライブ・コンピュータ音楽
９　デジタル・シンセサイザーの登場
10　1980年代のパリのコンピュータ音楽 1 (IRCAM)
Day-3:
11　1980年代のパリのコンピュータ音楽 2 (CEMANu / GRM)
12　インタラクティブ・コンピュータ音楽
13　コンピュータ音楽へのセンサー技術の導入
14　サウンド・インスタレーション
15　マルチメディア・アート

◆準備学習の内容◆

20世紀後半の現代音楽やさまざまなジャンルの音楽を聴取しておくこと。また、コンピュータ音楽のコンサートへ足を運ぶなど積極的にコン
ピュータ音楽、現代アートに触れておくこと。

◆成績評価の方法◆

コンピュータ音楽概論C「電子音楽の歴史」を履修していない学生は、次年度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、今年度、必ずこの授業を履修しておくこと。2017年度、本授業「コンピュータ音楽概論D」は開講
しない予定。

レポート: 80%、平常の授業への取組み: 20%

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内、各項目で使用するプレゼンテーションは、ムービーとしてインターネットで視聴可能。URLは授業内で周知する。

◆参考図書◆

Electronic and Computer Music, [Manning, Peter, Oxford University Press, 2013]
Foundation of Computer Music, [Roads, Curtis/ Strawn John (ed.s), MIT Press, 1987]
The Music Machine, [Roads, Curtis (ed.), MIT Press, 1992]
コンピュータと音楽の世界 [共立出版、 1999]
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]
CD「インタラクティブ・コンピュータ音楽の世界―萊孝之作品集」[FONTEC, 2013]

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

演奏論Ａ

久元　祐子

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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４ 単位数 2単位

備考

作品研究Ａ

谷口　昭弘

◆授業目標◆

・映画作品における音楽の役割と位置づけを理解する。音楽が映画の鑑賞にもたらす効果について理解する。 ・音楽が映画の鑑賞にもたら
す効果について理解する。 ・映画に使われる音楽で使われる、独特の手法について理解する。 ・ディズニー映画音楽のスタイルの変遷を耳
で聞き分けることができる。

◆授業内容・計画◆

1. ディズニー映画における音楽の機能
2. 短編映画の歌と音楽：ミッキーマウス・シリーズとシリー・シンフォニー
3. 『白雪姫』と『ピノキオ』：歌とスコアと物語
4. 『ダンボ』のスコア、『バンビ』の挿入歌、スコアにおける動物の視点
5. 『ファンタジア』、第二次大戦中のプロパガンダ作品、『ピーターパン』
6. アラン・メンケン、ハワード・アシュマンと『リトル・マーメイド』
7. 『リトル・マーメイド』の歌とスコア、『美女と野獣』：＜朝の風景＞を中心に
8. 『美女と野獣』：スコアを中心に、『アラジン』におけるハリウッド＝アラブ音楽、ミュージカル的要素
9. 『アラジン』：挿入歌を中心に、『ライオン・キング』：歌とスコアの分業
10. 『ライオン・キング』のスコアにおける動機の扱い方
11. 『ノートルダムの鐘』以降
12, ３D時代のディズニー：『アナと雪の女王』を中心に
13.ピクサー映画 (1)：『トイ・ストーリー』における非ミュージカル的な歌の扱い方
14.ピクサー映画 (2)：『ファインディング・ニモ』：歌のないアニメ、ニモの動機の扱われ方
15. 学期末試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

授業で扱う映画作品について、図書館やレンタル・ビデオ店を利用して何度も観ておくこと。その際、使われている音楽に注意して見ること。
可能であれば、使われている音楽や場面の詳細についてメモを取ること。

◆成績評価の方法◆

【授業中の配布物について】
・授業を休んだ回のプリントを次回以降の授業で受け取ることはできません。友人に貸してもらうなどして、各自で入手してください。

学期末試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『増補版 ディズニー映画音楽徹底分析』谷口昭弘 (スタイルノート)

◆参考図書◆

『映画の音楽』ミシェル シオン著、小沼 純一、伊藤制子、北村真澄、二本木かおり訳(みすず書房)
『映画音楽：その歴史と作曲家』柳生すみまろ (芳賀書店)
"On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring" Fred Karlin and Rayburn Wright (Routledge).
"Soul of Cinema: An Appreciation of Film Music" Larry M. Timm (Prentice Hall)
"Film Music: A Neglected Art" Roy M. Pendergast (Norton)

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

作品研究Ｂ

堀　朋平

◆授業目標◆

19世紀初頭を生きた作曲家フランツ・シューベルトの生涯・作品・人間性を横断的に学ぶことで、ふだん接している音楽作品に込められた
様々なメッセージを読み解く姿勢を養う。

◆授業内容・計画◆

　いわゆる大作曲家と呼ばれる人も、時代にもまれて怒り涙する人間だった。シューベルトという青年は、フランス革命が挫折したあとの静か
な街ウィーンを31年だけ生きた。その作品を、毎回１つか２つじっくり鑑賞することで、音の背後にある「特殊」な背景を読み解き、それが私た
ちの感じ方とどう「普遍」的につながりうるのかを考えたい。

各回の概要
（参加者の専攻や関心によって重点を変更することもある。）

１．【導入】歴史のなかのシューベルト
２．歌曲の革命児と新しいドラマ――《魔王》
３．舞曲は意外と人気ジャンル――《12のレントラー》ほか
４．合唱曲の連帯感と快――《愛の霊》ほか
５．20歳での飛躍――《音楽に寄せて》
６．「さすらい」というテーマ――《さすらい人》or《巡礼の歌》
７．読書人シューベルト――ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』
８．中期の到達点――《未完成交響曲》と救済の美学
９．【間奏】「クラシック音楽」と「サブカル」の共通点
10．死と眠り――合唱曲《セレナーデ》
11．切実なオペラ上演の希望――《フィエラブラス》（1）
12．怒りとあこがれ――《フィエラブラス》（2）
13．神との対峙――《ミサ曲第６番》ほか
14．作曲家の成熟とは？――《冬の旅》ほか
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

・各回で扱う楽曲をあらかじめ聴いて、歌詞がある場合は読んでおくのが望ましい。
・ドイツ語およびラテン語の歌詞をしばしば参照するが、重要な箇所を講義でていねいに読解するため、語学に長けている必要はない。
・プリントに記した（音楽以外の）文献を読んで自分の関心を広めていくと、なおよい。

◆成績評価の方法◆

最終回に行う自由論述試験の結果（約60％）に、リアクション・ペーパーを含む授業の参加態度および出席状況（約40％）を加味して総合的
に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

堀朋平『〈フランツ・シューベルト〉の誕生――喪失と再生のオデュッセイ』（法政大学出版局、2016年）
　※授業はプリント形式で行う。

◆参考図書◆



特になし。

小田部胤久『芸術の条件』東京大学出版会
ザフランスキー『ロマン主義』法政大学出版局
ゲオルギアーデス『音楽と言語』講談社
仲間裕子『C. D. フリードリヒ《画家のアトリエからの眺め》――視覚と思考の近代』三元社
山之内克子『ハプスブルクの文化革命』講談社
饗庭孝男ほか『ウィーン――多民族文化のフーガ』大修館書店
髙山裕二『トクヴィルの憂鬱――フランス・ロマン主義と〈世代〉の誕生』白水社
國分功一郎『暇と退屈の倫理学（増補新版）』太田出版
ロジェ・シャルティエほか編『読むことの歴史――ヨーロッパ読書史』大修館書店
ビーバ＆フックス『ウィーン楽友協会二〇〇年の輝き』集英社
A.ベガン『ロマン的魂と夢』国文社

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

作品研究Ｃ

谷口　昭弘

◆授業目標◆

20世紀アメリカのクラシック音楽史の流れを、様式的な側面から把握することができる。

◆授業内容・計画◆

1. 20世紀への道: 独立戦争と愛国主義、ヨーロッパ音楽の吸収、アイデンティティーの目覚め
2. 20世紀初頭のさまざまな流派
3. チャールズ・アイヴズ
4. 実験音楽への道：ウルトラモダニズム
5. ジョージ・ガーシュウィンとシンフォニック・ジャズ
6. 1930年代とナショナリズム
7. アーロン・コープランドと「アメリカーナ」
8. 実験主義 (パーチ、ナンカロウ)
9. アメリカの12音音楽、セリエリズム
10. アメリカの電子音楽、コンピュータ音楽
11. ジョン・ケージ
12. ケージ後の流れ
13. ミニマル・ミュージック
14. さまざまな折衷主義
15. セミクラシックとポップス・オーケストラ

◆準備学習の内容◆

授業内で扱う作曲家や音楽作品について、図書館等にある資料を有効活用して、調べたり聴いたりしておくこと。楽譜や関連資料にも触れる
こと。

◆成績評価の方法◆

授業を休んだ回のプリントを次回以降の授業で受け取ることはできません。友人に貸してもらうなどして、各自で入手してください。

レポートにより評価する。なお毎回の授業の最後にレスポンス・シートを書いてもらいます。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。授業中に資料を適宜配布する。

◆参考図書◆

・"An Introduction to America's Music" Richard Crawford (Norton)
・"American Music in the Twentieth Century" Kyle Gann (Schirmer Books)

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

作品研究Ｄ

宮澤　淳一

◆授業目標◆

　ムソルグスキーの組曲《展覧会の絵》について，適切な知識に基づき，その解説や演奏ができるようになる。

◆授業内容・計画◆

　19世紀ロシアの作曲家ムソルグスキー（1839‐1881）の組曲《展覧会の絵》の基礎知識を整理し，考察を試みます。
　組曲《展覧会の絵》は，急逝した友人で建築家・画家のヴィクトル・ガルトマン（1834‐1873）の回顧展に刺激を受けて，1874年に作られた標
題音楽です。死後12年を経た1886年にリムスキー＝コルサコフの校訂により出版。今日ではムソルグスキーの代表作とされ，原曲のピアノ
版のほかに，ラヴェルのオーケストラ版に代表される各種の編曲によっても親しまれています。
　この授業では，ロシア音楽史におけるムソルグスキーの位置づけに始まり，彼の生涯と音楽の総覧，《展覧会の絵》の成立をめぐる伝記的
事実や受容のプロセスを確認し，各曲の探求に進みます。様式分析のみならず，個々の「絵」の解明を通して，作品の文化的背景の探求を
行ないます。ムソルグスキーやロシア音楽・文化に対する関心を高め，想像力を刺激します。ピアノ独奏による原曲やラヴェルのオーケスト
ラ版のみならず，山下和仁のギター版，冨田勲のシンセサイザー版，ＥＬＰのロック版等も紹介・検討しつつ，この作品に秘められた可能性の
大きさや魅力を再確認します。（なお，希望者には実演にも参加してもらいます。）

　第１回　ムソルグスキーとロシア音楽史（ガイダンスを含む）
　第２回　ムソルグスキーの生涯と音楽
　第３回 〈プロムナード〉の存在理由と全曲配列の秘密
　第４回 〈グノーム〉と交響詩《はげ山の一夜》
　第５回 〈古城〉とオリエンタリズム
　第６回 〈チュイルリー公園〉には誰がいるのか
　第７回 〈ブィドロ〉とは何か
　第８回 〈殻をつけたひなどりのバレエ〉はどんな舞台だったのか
　第９回 〈サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ〉とユダヤ人問題
　第10回 〈リモージュの市場〉の不規則なリズム
　第11回　パリの〈カタコンブ〉と〈死者タチトトモニ死セル言葉デ〉
　第12回 〈鶏の足の上の小屋〉に住む魔女の正体
　第13回 〈キエフの大門〉はどこが斬新だったのか
　第14回　まとめと補遺１（伝統的な解釈と新しい解釈）
　第15回　まとめと補遺２（新しい編曲やパフォーマンスの取り組み）

◆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（楽章）をあらかじめ聴いておくこと（図書館のＣＤやナクソス・ミュージック・ライブラリー等を活
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◆

　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。
なお，各種楽器での実演に協力してくれる受講生，新しい編曲を披露する受講生には，別途加点します。

◆教科書（使用テキスト）◆

　ピアノ譜を持参することが望ましい。すでに手元にあれば，それで結構ですが，新しく購入する場合は，朱色の表紙のウィーン原典版（音楽
之友社）を薦めます。その他，配布資料を用います。インターネット上からダウンロードを求めることもあります。

◆参考図書◆



・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）。
・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）。これは今回のムソルグスキーの理解にも言えること
です。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。

・Michael Russ, _Mussorgsky: Pictures at an Exhibition_ (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
・團伊玖磨，ＮＨＫ取材班『追跡 ムソルグスキー『展覧会の絵』』（日本放送出版協会，1992年；絶版）
・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，中田朱美訳（春秋社，2006年）。
・日本・ロシア音楽家協会編『ロシア音楽事典』（カワイ出版，2006年）
・一柳富美子『ムソルグスキー―――「展覧会の絵」の真実』（東洋書店，2007年；絶版）
・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）。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

作品研究Ｅ

安田　和信

◆授業目標◆

モーツァルトのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」への理解を深める

◆授業内容・計画◆

この授業では、W.A.モーツァルトのオペラの中でも、現代の人気演目の筆頭に挙げられる「ドン・ジョヴァンニ」に多角的検討を加えることを目
的とする。18世紀オペラ史、モーツァルト自身の創作史、ウィーン宮廷劇場等との関係といった歴史的文脈や、両作品の成立・初演・受容は
もちろん、作品そのものの詳細な分析にも力点を置く。

授業の計画
１　モーツァルトのオペラ創作概観
２　《ドン・ジョヴァンニ》の成立・初演・受容①（成立）
３　《ドン・ジョヴァンニ》の成立・初演・受容②（初演・受容）
４　《ドン・ジョヴァンニ》第１幕①（序曲、第1～3場）
５　《ドン・ジョヴァンニ》第１幕②（第4～7場）
６　《ドン・ジョヴァンニ》第１幕③（第8～13場）
７　《ドン・ジョヴァンニ》第１幕④（第14～15場）
８　《ドン・ジョヴァンニ》第１幕⑤（第16～20場）
９　《ドン・ジョヴァンニ》第２幕①（第1～3場）
10　《ドン・ジョヴァンニ》第２幕②（第4～６場）
11　《ドン・ジョヴァンニ》第２幕③（第7～9場）
12　《ドン・ジョヴァンニ》第２幕④（第10場）
13　《ドン・ジョヴァンニ》第２幕⑤（第11～12場）
14　《ドン・ジョヴァンニ〉第２幕⑥（第13～16場）
15　まとめ（近年の演出）

◆準備学習の内容◆

とくに音楽の分析に関し、次回で扱われる場面の歌詞と音楽について楽譜や対訳を参照しながら、CDで鑑賞すること。ピアノでオーケストラ
部分を弾いたり、歌唱声部を歌ってみたりすることも推奨する。

◆成績評価の方法◆

遅刻、無駄な私語厳禁。質問・指摘大歓迎。

レポートが80％。出席率が20％。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業ごとにレジュメを配布予定。
ベーレンライター社刊の、新モーツァルト全集に依拠したスコアを用意すること（ピアノ・ヴォーカル・スコアは不可）。ただし、第4回以降から必
要になるため、詳細は初回の授業で指示する。

◆参考図書◆

「モーツァルト／ドン・ジョヴァンニ」（名作オペラブックス21、音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 3-114 開講学期 前期

曜日・時限 水１ 単位数 2単位

備考

音楽美学概論Ｂ

堀　朋平

◆授業目標◆

（1）18～19世紀の音楽（特にドイツ音楽）をささえた思想的背景をおおづかみに把握できること、（2）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点の土台を、美学史を参照しつつ提供するのが、大きな目標である。

◆授業内容・計画◆

　毎回の講義では、近代の著名な作曲家／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、音楽思想史の理解をいっそう深める作業にあてら
れる。
　なお歴史とは一編の長い小説のようなものなので、必要に応じて、古代・中世（という上巻）の思想を参照する。そうした補助線は、近代（と
いう下巻）を理解する際に思わぬ「ひらめき」を与えてくれるに違いない。

１）【導入】音楽美学とは、歴史とは何だろう？
２）「予定調和」としての音楽――J.S. バッハと音楽の使命
３）「完璧さ」がよいのか？――プラトンへの批判と「美学」の誕生
４）「創造」するのは誰か？――完全な神と不完全な人間
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？――近代以前の概念史からせまる
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」の利点と欠点
９）「第1幕フィナーレ」というカオス――モーツァルトとオペラの美学
10）近代の「愛」とは？――シューベルトの萌えた言葉
11）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
12）近代の時間意識――F. リストほか
13）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
14）神の嫉妬と新しき人間の世界――ワーグナーと「革命」思想
15）筆記試験とまとめ

◆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◆

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◆

野家啓一『物語の哲学』岩波書店
エリック・A・ハヴロック『プラトン序説』新書館
神崎繁・熊野純彦・鈴木泉編『西洋哲学史』第4巻、講談社
鷲見洋一『『百科全書』と世界図絵』岩波書店
Karol Berger, Bach's cycle, Mozart's arrow. University of California Press
吉田寛『絶対音楽の美学と分裂する〈ドイツ〉』青弓社
浅田彰『ヘルメスの音楽』筑摩書房
菅利恵『ドイツ市民悲劇とジェンダー』彩流社
シェリング年報（第19号） 2011年	日本シェリング協会、こぶし書房
三宅幸夫『シシュフォスの神話』五柳書院
ショーペンハウアー『意志と表象としての世界（１）』中央公論新社

◆留意事項◆



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。



ナンバリング

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

音楽美学概論Ｃ

瀬尾　文子

◆授業目標◆

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. 導入
 2. 気持ちを代弁する　①愛
 3. 気持ちを代弁する　②悲しみ
 4. 言葉に奉仕する
 5. 敬虔な気持ちにさせる
 6. 踊らせる
 7. 超絶技巧を楽しむ
 8. 模倣を楽しむ　①生物
 9. 模倣を楽しむ　②非生物
10. 形式を楽しむ
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. 国民性・民族性の表現（異国趣味）
15. 国民性・民族性の表現（愛国心）

◆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◆

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◆



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 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

CEL409S

グレゴリオ聖歌Ａ

野中　映

◆授業目標◆

グレゴリオ聖歌の歌唱法を学び、みんなで楽しくグレゴリオ聖歌を歌いましょう。そのうえで、四線譜の読譜が支障なくできるようになり、キロ
ノミーに基づいた指揮ができることを達成目標とします。

◆授業内容・計画◆

１　グレゴリオ聖歌の略史（併せて１回目の授業からグレゴリオ聖歌を歌い始めます）
２　ローマ典礼について（通常唱と固有唱）
３　四線譜の読譜(1)基礎
４　四線譜の読譜(2)実践
５　教会旋法について
６　ラテン語ディクション
７　ラテン語のアクセントと動律論
８　イクトゥスとキロノミー
９　グレゴリオ聖歌指揮法
10　グレゴリオ聖歌古文書学（ネウマ譜古写本と四線譜の比較）
11　典礼に即したミサ通常唱の詠唱
12　ミサ固有唱の詠唱
13　シラビックな聖歌とメリスマティックな聖歌
14　受講生の指揮に合わせて歌おう（続唱「ヴィクティメ・パスカリ」を歌います）
15　通常唱のキリエ、グロリア、サンクトゥス、アニュス・デイを通して歌おう

◆準備学習の内容◆

四線譜が初見で歌えるように、たとえ短時間でもいいですから日頃の練習を心掛けてください。

◆成績評価の方法◆

実技試験（歌唱と指揮）およびレポート（グレゴリオ聖歌の好ましい演奏のために心掛けるべきこと）

◆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◆



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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

CEL410S

グレゴリオ聖歌Ｂ

平井　真希子

◆授業目標◆

「祈りの音楽」としてのグレゴリオ聖歌に焦点を当て、音楽が生まれた中世ヨーロッパの人々の生活や思想を理解するとともに、聖歌がどの
ような人々によってどのように作られたのかを知る。

◆授業内容・計画◆

第1回　導入
第2回　キリスト教の基礎知識(1)旧約聖書
第3回　キリスト教の基礎知識(2)新約聖書
第4回　キリスト教の基礎知識(3)歴史
第5回　ミサ(1)意義
第6回　ミサ(2)音楽構成
第7回　教会暦
第8回　レクイエム
第9回　修道院と聖務日課
第10回　聖人崇敬と巡礼
第11回　聖歌理論(1)旋法理論
第12回　聖歌理論(2)詩編唱定式、ソルミゼーションの起源
第13回　ネウマ譜、中世の写本製作
第14回　降誕、聖母関連の聖歌
第15回　まとめ
単に楽譜から音を再現するだけでなく、DVDや動画、写本ファクシミリ等を用いて、音楽の背景を実感をもって理解できるようにする。

◆準備学習の内容◆

事前に論文、楽譜等の資料を配付するので授業で扱う予定の部分に目を通し、疑問点があればできるだけ調べておく。授業中にわからない
点があれば、そのままにせず必ず調べたり質問したりして理解しておく。

◆成績評価の方法◆

授業内容は、受講学生の希望により多少変更する可能性あり。疑問点は質問するなど、積極的な参加を歓迎する。

授業中の取り組みと、随時行う小テスト、学期末レポート等を併せて評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。必要に応じプリント等を配布する。

◆参考図書◆

『ラテン語宗教音楽キーワード事典』志田英泉子（春秋社）
他は授業中に指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-15 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

CEL411S

アジア音楽史Ａ

小日向　英俊

◆授業目標◆

　東南アジア、東アジア諸国の音楽文化について、楽器、音楽様式、社会的意味、歴史などの基本的事項を理解する。ある国(地域)の音楽
を聴いた時に楽器の種類が分かる、演奏している人の姿が思い浮かぶ、音楽ジャンルが分かる、分析的に聴き取れる、歴史的視点で理解
できることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

アジア諸地域の音楽については、近年インターネットなどを通じて身近に触れる機会も多く なっている。しかし、これらの音楽について体系的
に知る機会は少ないのが実情である。韓国のポピュラー 音楽K-POPの女性グループの情報に触れるチャンスは多いが、 伝統音楽や民謡
などについてはなかなか情報がないなど、我々が接しているこれらの地域の音楽情報には偏りがあり、一定のフィルターをかけられた状態な
のである。
　本講義では、東南アジアおよび東アジア地域の音楽を芸術音楽、ポピュラー音楽、民俗音楽、宗教音楽などに分類整理し、 その「歴史」に
も目を配りながら概観する。
第01回:導入ー世界音楽、西洋音楽、民族音楽
第02回:アジアの様々な音楽と日本
第03回:東南アジア地域1 全体像
第04回:東南アジア地域2 楽器論1　島嶼部の楽器
第05回:東南アジア地域3 楽器論2　大陸部の楽器
第06回:東南アジア地域4 音楽理論
第07回:東南アジア地域5 歴史
第08回:東南アジア地域6 現代の姿
第09回:東アジア地域1 全体像
第10回:東アジア地域2 楽器論1　中国の楽器
第11回:東アジア地域3 楽器論2　朝鮮半島・日本の楽器
第12回:東アジア地域4 音楽理論
第13回:東アジア地域5 歴史
第14回:東アジア地域6 現代の姿
第15回:総括

◆準備学習の内容◆

LiveCampus内｢アジア音楽史A｣で配信する内容を参照しておくこと。

◆成績評価の方法◆

アジア地域の音楽の生演奏に触れるチャンスを増やし、講義で得た知識を確実にすることを望む。

レポート提出による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

『アジア音楽史』柘植元一等編（音楽之友社）
『世界音楽文化図鑑』アラン・ブラックウッド著（東洋書林）
『中国音楽史』呉[ショウ],劉東昇著（シンフォニア）
『中国音楽の現在 : 伝統音楽から流行音楽まで』増山賢治著（東京書籍）
『韓国音楽探検』植村幸生著（音楽之友社）
『韓国ミュージック・ビデオ読本』古家正亨著（キネマ旬報社）
『東南アジア』ポール・コラール著（音楽之友社）
『インドネシア芸能への招待 ; 音楽・舞踊・演劇の世界』皆川 厚一編(東京堂出版)

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-15 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

CEL412S

アジア音楽史Ｂ

小日向　英俊

◆授業目標◆

南アジア、西アジア諸国の音楽文化について、楽器、音楽様
式、音楽の社会的意味、歴史などの基本的事項を理解する。ある国（地域）の音楽を聴いた時に、楽器の種類が分かる、演奏している人の
姿が思い浮かぶ、音楽ジャンルが分かる、分析的に聴き取れる、歴史的視点で理解できる。

◆授業内容・計画◆

アジア諸地域の音楽については、近年インターネットなどを通じて身近に触れる機会も多くなっている。しかし、これらの音楽を体系的に知る
機会はまだ少ないのが実情である。
　本講義では、南アジアおよび西アジア地域の音楽を芸術音楽、ポピュラー音楽、民俗音楽、宗教音楽などに分類整理し、その「歴史」にも
目を配りながら概観する。
　マジョリティとは言えないが、現在これらの音楽も日本に受容されており、日本人演奏者の層も次第に厚くなる兆しが見えてきた。こうした日
本での受容についても、歴史的観点から観察する。

第01回：導入
第02回：世界音楽、西洋音楽、民族音楽
第03回：世界の様々な音楽と日本
第04回：南アジア地域1　全体像
第05回：南アジア地域2　楽器の歴史
第06回：南アジア地域3　音楽理論
第07回：南アジア地域4　音楽の歴史1　古代からムガール朝
第08回：南アジア地域5　音楽の歴史2　大英インドから現代
第09回：南アジア地域6　音楽文化の交流
第10回：西アジア地域1　全体像
第11回：西アジア地域2　楽器の歴史
第12回：西アジア地域3　音楽理論
第13回：西アジア地域4　音楽の歴史
第14回：西アジア地域5　音楽文化の交流
第15回：総括

◆準備学習の内容◆

LiveCampusの｢アジア音楽史B｣で配信する情報を参照すること。

◆成績評価の方法◆

レポート提出とワークシートの提出状況を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

印刷媒体の教科書は使用しませんが、「準備学習の内容」に掲載する、Web教材を参照してください。

◆参考図書◆

『アジア音楽史』柘植元一等編（音楽之友社）
『イラン音楽 ; 声の文化と即興』谷正人著（青土社）
『インド音楽序説』B.C.デーヴァ著（東方出版）
『世界音楽文化図鑑』アラン・ブラックウッド著（東洋書林）
『人間と音楽の歴史：イスラム』H.G.ファーマー著（音楽之
友社）
『人間と音楽の歴史：古代インド』ウォルター・カウフマン著
（音楽之友社）
『人間と音楽の歴史：南アジア ; インドの音楽とその伝統』A.ダ
ニエルー著（音楽之友社）

◆留意事項◆



アジア地域の音楽の生演奏に触れるチャンスを増やし、講義で得た知識を確実にすることを望む。



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 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 水１ 単位数 2単位

備考

CEL423S

日本音楽（近世邦楽）Ｃ

野川　美穂子

◆授業目標◆

三味線の繊細な音色と艶やかな声を特徴とする地歌、箏の澄んだ響きと表現の多様性を持ち味とする箏曲は、近世邦楽を代表する種目で
ある。どちらも本来は別の種目であるが、密接に結びついて発展してきた。この授業では、（１）地歌と箏曲の変遷と関連を理解すること、（２）
それぞれの種目が伝える多彩なレパートリーの特徴と魅力に親しむこと、を目標とする。

◆授業内容・計画◆

以下の内容で行う。

(1)ガイダンス。地歌・箏曲の歴史の概要
(2)地歌・箏曲に使われる楽器
(3)地歌のレパートリーの広がり①：三味線組歌、長歌物
(4)地歌のレパートリーの広がり②：端歌物
(5)地歌のレパートリーの広がり③：手事物
(6)地歌のレパートリーの広がり④：浄瑠璃物、作物ほか
(7)箏曲のレパートリーの広がり①：箏組歌
(8)箏曲のレパートリーの広がり②：段物、幕末新箏曲
(9)箏曲のレパートリーの広がり③：山田流箏曲
(10)楽器の製作方法
(11)同じ題材で作られた楽曲群
(12)文楽や歌舞伎に登場する地歌・箏曲
(13)新しい地歌・箏曲の展開①：明治時代
(14)新しい地歌・箏曲の展開②：大正時代以降
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

演奏会や図書館の視聴覚資料などを積極的に活用し、地歌箏曲をはじめ、日本音楽に触れる機会を広げてほしい。

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取り組みと期末レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使用しない。授業時に資料を配付する。

◆参考図書◆

『箏と箏曲を知る事典』宮崎まゆみ（東京堂出版）、『地歌箏曲研究』久保田敏子編（京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター）、『地歌・
箏曲の世界―いま甦る初代富山清琴の芸談』田中健次、徳丸吉彦、富山清琴、野川美穂子（勉誠出版株式会社）、『まるごと三味線の本』田
中悠美子、野川美穂子、配川美加編（青弓社）。ほかに、『箏曲地歌大系』平野健次監修（ビクター・エンタテインメント株式会社）のCD解説も
参考になる。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

CEL413S

日本音楽史概説Ａ

吉野　雪子

◆授業目標◆

日本には古くから様々な種類の音楽があり、現在でも伝承されている。それらは今「伝統芸能」「伝統音楽」と呼ばれているが、実際にどのよ
うな伝統を持ち現在に至っているのか十分理解されているとはいえない。本講座では日本の様々なジャンルの音楽について、その発生から
展開、音楽的な特色などを映像や音源を使って概説する。日本音楽史全体の流れと個々のジャンルの音楽の歴史を並列させながら、日本
音楽のこれまでの歴史と将来についても理解できる。

◆授業内容・計画◆

授業は、講義と視聴覚資料の鑑賞から成る。

1.ガイダンス
2.序・日本音楽とは
3.日本音楽史概説（時代区分、原始・古代の音楽）
4.雅楽(1)（大陸系歌舞、舞楽と管絃）
5.雅楽(2)（国風歌舞）、仏教音楽
6.琵琶音楽（平家琵琶、盲僧琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶）
7.能
8.狂言
9.三味線音楽(1)（三味線の伝来、うたと語り）
10.三味線音楽(2)（文楽と歌舞伎）
11.箏曲・地歌・尺八(1)（箏曲）
12.箏曲・地歌・尺八(2)（地歌、尺八、三曲合奏）
13.明治以降の日本音楽(1)（明治、大正、昭和）
14.明治以降の日本音楽(2)（現代）
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習・復習を必ずすること。書籍、映像、CD、また演奏会などで、積極的に日本音楽に触れる機会を持つこと。

◆成績評価の方法◆

授業には積極的に参加してほしい。私語は厳禁。

平常点と期末レポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

『日本音楽基本用語辞典』（音楽之友社刊）
その他、授業内で適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

『日本の伝統芸能講座　音楽』小島美子監修、国立劇場企画編集（淡交社）
『日本の伝統芸能講座　舞踊 演劇』服部幸雄監修、国立劇場企画編集（淡交社）
そのほか、必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

CEL414S

日本音楽史概説Ｂ

吉野　雪子

◆授業目標◆

江戸時代の三味線音楽や｢歌舞伎｣｢文楽｣などの芸能には、先行する能・狂言、他の芸能と共通したテーマを持つ作品がある。また文楽で
初演し、その後歌舞伎に移して上演した作品も多い。同じテーマを持つ作品群を比べて見る事で、共通点や相違点、引用・借用関係、ジャン
ルによる音楽的特色などが理解できる。

◆授業内容・計画◆

授業は、講義と視聴覚資料の鑑賞から成る。

1.ガイダンス
2.江戸時代の芸能と音楽
3.歌舞伎と文楽
4.獅子物の芸能(1)(伎楽系の獅子、民俗芸能の獅子)
5.獅子物の芸能(2)(能｢石橋｣と歌舞伎｢連獅子｣)
6.獅子物の芸能(3)(歌舞伎舞踊｢越後獅子｣)
7.道成寺物の芸能(1)(歌舞伎｢京鹿子娘道成寺｣)
8.道成寺物の芸能(2)(能｢道成寺｣とその他の道成寺物)
9.安宅物の芸能(1)(能｢安宅｣と歌舞伎｢勧進帳｣の比較)
10.安宅物の芸能(2)(歌舞伎｢勧進帳｣の音楽的特色)
11.義太夫狂言(1)(文楽から歌舞伎へ移された作品①｢新版歌祭文・野崎村｣)
12.義太夫狂言(2)(文楽から歌舞伎へ移された作品②｢仮名手本忠臣蔵｣)
13.松羽目物(能・狂言からテーマをとった歌舞伎作品)
14.歌舞伎の年中行事
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習、復習を必ずすること。書籍、映像、CD、また演奏会などで、積極的に日本音楽に触れる機会を持つこと。

◆成績評価の方法◆

授業には積極的に参加すること。私語は厳禁。

期末レポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は特になし。授業内で適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

『日本の伝統芸能講座　音楽』小島美子監修、国立劇場企画編集（淡交社）
『まるごと三味線の本』田中悠美子、野川美穂子、配川美加編（青弓社）
『図解雑学 よくわかる歌舞伎』石橋健一郎編著(ナツメ社)
『日本音楽基本用語辞典』（音楽之友社刊）
そのほか必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

CEL415S

日本音楽（雅楽）Ａ

宮田　まゆみ

◆授業目標◆

『源氏物語』、『平家物語』などに宮廷、貴族の「遊び」として数多く描かれている雅楽の演奏風景。千三百年を越える歴史をもつ「雅楽」はど
んな音楽か。映像を見る、実演を聴く、一緒に歌ってみる、本物の楽器や装束に触れるなど「雅楽」を実際に体験し、古代の音楽を自分たち
の音楽として身近に感じる。いろいろな時代の音楽の在り方を知ることで、自分自身にとって音楽がいかに重要か、あらためて認識する。

◆授業内容・計画◆

　１．雅楽はどんな音楽か（１）日本と世界の音楽史の中での雅楽の位置
　２．雅楽はどんな音楽か（２）雅楽の三つのジャンル、古代歌謡・渡来楽舞・詩歌管絃の時代的特徴
　３．古事記・日本書紀の中の音楽（１）神話と音楽
　４．古事記・日本書紀の中の音楽（２）記紀の中の「うた」
　５．古事記・日本書紀の中の音楽（３）記紀に登場する楽器
　６．古代の祭り「神楽歌」・古代の楽器を体験する
　７．古代の大音楽会『東大寺大仏開眼供養会』
　８．正倉院に残された楽器
　９．漢代・唐代の国際都市長安と音楽（１）華やかな国際都市長安の文化
１０．漢代・唐代の国際都市長安と音楽（２）西域・ヨーロッパを含む諸外国との交流
１１．大陸からの贈物「唐楽」（１）長安から奈良へ
１２．大陸からの贈物「唐楽」（２）唐楽の特徴　唐楽の唱歌を体験する
１３．古代中国・漢字のはじまりに見られる音楽の風景
１４．古代から平安時代初期までの雅楽の流れを確認
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

『古事記』には、音楽に関する記述、特に「歌謡」が数多く見られる。『古事記』に音楽がどのような形で登場するか、授業の前後に読んでみよ
う。

◆成績評価の方法◆

講義を時代順に進めるので、日本音楽（雅楽）ＡＢは前期・後期続けて履修すること。

学習の積極性重視。
期末に筆記テストあり。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度プリントを配付する。
授業の理解が深まるので『古事記』を持参すること。
（講談社学術文庫　上中下　は現代語訳、訳注が分かり易いので推薦する）

◆参考図書◆

『古事記』上中下　　　次田真幸訳注　　　　講談社学術文庫
『日本書紀』上下　　　宇治谷孟現代語訳　　講談社学術文庫
『中国古代の民俗』　　白川　静　　　　　　講談社学術文庫
『中国古代の文化』　　白川　静　　　　　　講談社学術文庫

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

CEL416S

日本音楽（雅楽）Ｂ

宮田　まゆみ

◆授業目標◆

日本音楽Ａに続き、奈良時代、平安時代の日本人が、渡来音楽をどのように消化して自分たちの音楽としていったか、どのように音楽を受け
とめ、どのように楽しんでいたかを理解する。
また現代に生き続ける雅楽の多様な姿も観察する。

◆授業内容・計画◆

　１．古代の国際交流が育んだ日本の伝統音楽「雅楽」
　２．朝鮮半島からの贈物「高麗楽」（１）雅楽と儒教
　３．朝鮮半島からの贈物「高麗楽」（２）高麗楽の特徴
　４．雅楽の楽器（１）管楽器
　５．雅楽の楽器（２）絃楽器・打楽器
　６．『源氏物語』に見られる雅楽の風景（１）光源氏の舞
　７．『源氏物語』に見られる雅楽の風景（２）物語中で歌われた「うた」
　８．『平家物語』に見られる雅楽の風景
　９．歌ってみよう「催馬楽」「朗詠」
１０．舞楽の楽しみ　舞いぶりと装束（１）平舞・走舞の映像鑑賞
１１．舞楽の楽しみ　舞いぶりと装束（２）舞楽の実演を鑑賞
１２．雅楽の楽器による現代作品　ジョン・ケ－ジ　武満徹　石井眞木　芝祐靖　細川俊夫ほか
１３．古代中国　紀元前の音楽と日本の雅楽
１４．古代から平安時代後期までの雅楽の流れを確認
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

『源氏物語』、『平家物語』には多くの雅楽曲名が記され、管絃や舞楽を楽しむ光景が描かれている。両物語を既読の学生も多いと思うが、あ
らためて「雅楽」に注目して読んでみると、今までとは違った視点をもつことができる。
曲名や音楽風景を拾いながら、これらの文学をもう一度読んでみよう。
また「雅楽」の背景にある、東アジア、西アジアからギリシャにまでつながる文化を考察する。

◆成績評価の方法◆

講義を時代順に進めるので、日本音楽（雅楽）ＡＢは前期・後期続けて履修すること。

学習の積極性重視。
期末に筆記テストあり。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度プリントを配付する。

◆参考図書◆

『源氏物語』１～８紫式部　石田穣二・清水好子校注　新潮日本古典集成
『平家物語』上中下　水原一校注　新潮日本古典集成
白川静さんに学ぶ『漢字は楽しい』　小山鉄郎著　共同通信社
白川静さんに学ぶ『漢字は怖い』　　小山鉄郎著　共同通信社

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-302 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

CEL417S

日本音楽（声明）Ａ

塚越　秀成

◆授業目標◆

仏教信仰の一形態として、素朴な声のみによる発声より始まり、宗教芸術音楽へと発展していった声明について学ぶ。
　古代・中世における日本音楽の中心的存在でもあり、かつ近世音楽にも大きな影響を与え、今日再び注目を得るに至った声明のうち、天
台声明とともに二大流派である真言声明について、新義派の豊山声明を中心に、実習を交えながら、声明の歴史・理論について理解を深め
る。

◆授業内容・計画◆

1　声明曲の紹介と概論
2　基礎実習「般若心経」「基本音型」
3　映像鑑賞「大般若転読会」
4　法要と声明。「四智梵語」
5　曲目紹介「唄」「散華」「対揚」
6　声明の記譜法・楽譜・歴史
7　声明の音楽理論
8　声明で用いる鳴らし物（楽器）「鐃」「鉢」「錫杖」
9　鳴らし物「法螺」 鑑賞「南都声明」「南山進流」
10 映像鑑賞「千僧音曼荼羅」
11 真言各流の声明の聞き比べ「四智讃」
12 音楽理論「反音」に関する諸問題
13 声明の語り物「表白」「祭文」「講式」「和讃」
14 新作声明鑑賞「阿吽の音」
15 まとめと評価

◆準備学習の内容◆

最初の授業で配付する資料『声明の歴史と理論』を毎授業前に熟読してくること。

◆成績評価の方法◆

筆記試験

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でプリント配布

◆参考図書◆

『豊山声明大成』豊山声明大成刊行会発行

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

CEL419S

日本音楽（能楽）Ａ

三浦　裕子

◆授業目標◆

能楽（能・狂言）は、室町時代に芸術的基礎を固めた古典（伝統）芸能である。音楽・舞踊・演劇・美術・文学が融合した総合芸術ともいえる
が、とくにその音楽が重要な要素となっている。 この講義では、能・狂言の音楽的特徴を知り、その美に触れることができる。具体的には謡
（うたい）という声楽と、囃子（はやし）という楽器の音楽性を理解し、舞踊・演劇とのかかわり合いを考える。また、先行芸能および後代芸能と
の影響関係を通じて、日本音楽史における価値・意味を考えることができるようになる。 能に用いる能面・謡本・扇などの実物に触れることが
できる。

◆授業内容・計画◆

１  能の概説①  役籍・流儀・約束事・舞台などを知る
２  能の概説②  能の諸作品の概観―先行芸能との関係を考えつつ
３  能の概説③  能の諸作品の概観―後行芸能との関係を考えつつ
４  能の謡①    発声法・旋律を知る
５  能の謡②    リズム法を知る①拍子合（ひょうしあい）を中心に
６  能の謡③    リズム法を知る②拍子不合（ひょうしあわず）を中心に
７  能の謡④    世阿弥の伝書を読む
８  能の囃子①  小鼓・大鼓・太鼓の特性と役割を知る
９  能の囃子②  笛の特性と役割を知る
10  能の囃子③  謡とのかかわり合いについて考える
11  能の囃子④  舞の種類と意味を知る
12  能の道具    能面・装束・作リ物などを知る
13  狂言の音楽性を知る①歌謡を中心に
14  狂言の音楽性を知る②囃子を中心に
15  まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教科書（『学校で教えない教科書　能・狂言』）の該当箇所を講読しておくこと。

◆成績評価の方法◆

積極的に講義に参加すること。
学生が鑑賞するにふさわしい公演を紹介するので、なるべく実際の能・狂言に触れる機会を設けてほしい。

定期試験。その他、随時課題を出す。出席状況も参考とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

三浦裕子『学校で教えない教科書　能・狂言』日本文芸社、1400円（税抜き価格）

◆参考図書◆

必要に応じて講義時に紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-302 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

CEL421S

日本音楽（近世邦楽）Ａ

根岸　正海

◆授業目標◆

本講座では、江戸時代の音楽を通して当時の社会、文化の在り様を理解することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

日本音楽史においては古代から中世、近世に発生したさまざまな伝統音楽が併存する重層性がその特徴である。本講座では、そこから江
戸時代を切り取り、伝統音楽が継承されたり、生み出されたりした「時代」の様相を概観する。
毎回の授業内容は下記のとおり予定しているが、受講生の人数、予備知識の有無により若干の変更がある場合がある。

第１回　音楽と歴史を考える
第２回　江戸時代の芸能と音楽
第３回　筝曲、尺八楽の歴史における「江戸時代」
第４回　三味線伝来と語り物音楽
第５回　操り芝居（文楽）と義太夫節
第６回　かぶきの発祥－四拍子から三味線導入
第７回　義太夫狂言
第８回　文化の東下
第９回　所作事と長唄
第10回　長唄と歌舞伎囃子
第11回　舞踊劇「勧進帳」
第12回　豊後系浄瑠璃の歴史
第13回　劇場外の三味線音楽
第14回　近代前夜
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で触れた音楽、芸能の視聴覚資料を図書館で見直す努力をすること。

◆成績評価の方法◆

日本の伝統芸能、伝統音楽に関する知識を有していない初学者でも問題ない。何よりも興味を持って授業に臨むことを希望する。

平常点30％、試験（またはレポート）70％で総合的に判断する。出席は毎回とるが、出席することは当たり前なのでその回数が成績に反映さ
れることはない。

◆教科書（使用テキスト）◆

資料となるコピーを授業内で適宜配布する。

◆参考図書◆

授業内に指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 SPC-C 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

民族音楽学Ｃ

増野　亜子

◆授業目標◆

学生はインドネシア、バリ島の伝統音楽・ガムラン・アンクルンの演奏能力を習得し、異文化の音楽の演奏法、構造、美学を実際的に理解す
る。

◆授業内容・計画◆

授業ではインドネシア、バリ島の伝統音楽合奏、ガムラン・アンクルンの演奏法を実践的に学ぶ。現地の伝統的な学習法に基づき楽譜を使
用せず、耳と目で音楽を理解し、他の演奏者の音を聴きながらアンサンブルを構成していく方法を体験的に学ぶ。授業では数種類の楽器を
交代で練習する。

(1)楽器の名称、扱い方等の解説
(2)＜ギラ＞の練習　ガンサのポロスパートを習得する
(3)＜ギラ＞の練習　ガンサのサンシパートを習得する
(4)＜ギラ＞の練習　ジェゴガン、ゴングパートを習得する
(5)＜ギラ＞の練習　レヨンを演奏する
(6)＜ギラ＞の到達度チェック、各楽器の基本的演奏法を理解する
(7)アンクルン伝統器楽曲の練習 ガンサポロス 前半
(8)アンクルン伝統器楽曲の練習 ガンササンシ 前半
(9)アンクルン伝統器楽曲の練習　ガンサポロス 後半
(10）アンクルン伝統器楽曲の練習　ガンササンシ 後半
(11) アンクルン伝統器楽曲の練習　ジェゴガン、ゴング
(12) アンクルン伝統器楽曲の練習　レヨン 前半
(13) アンクルン伝統器楽曲の練習　レヨン 後半
(14) アンクルン伝統器楽曲の練習　まとめ
(15) 到達度チェック、合奏

◆準備学習の内容◆

授業時にそのつど講師が指示する、AV資料の試聴や参考図書を読むなどの作業を行っておく

◆成績評価の方法◆

楽器数が限られるため、受講者数が多い場合は順次交代しながら進めます。楽器に直接触れられない時間も他の受講生をよく見て学ぶこ
と。また床に直接座ることができる服装で受講すること。録音機材の使用は特別な理由がない限り認めません。なお、2015年度とは別の曲を
扱います。

平常の授業への取り組み、および授業内で数回行う演奏の理解度・到達度テストの総合評価

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書はないが、授業内で読むべき参考資料を指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

民族音楽学Ｄ

横井　雅子

◆授業目標◆

日本を含む世界各地の音楽的伝統や芸能に人々がどのように向き合い、それらがどのように今日まで伝えられ、どのような変化に対峙しよ
うとしているのかが理解できる。

◆授業内容・計画◆

講義をベースとしながら、部分的に受講生が予めテーマに沿って調べるなどして問題意識を共有しながら、各授業回の対象となる世界の音
楽的事象を考察する。

各授業回のテーマは以下のとおりである。

第１回：導入―世界音楽に触れる
第２回：楽器を知る①楽器は何に使われるのか
第３回：楽器を知る②楽器を構成する要素
第４回：日本―音楽することの意味を考える
第５回：東南アジア―竹とゴングの地域を知る
第６回：イスラーム圏―こんな時だからイスラームの音楽に触れよう
第７回：ヨーロッパ①アジアから来た楽師たちの音楽
第８回：ヨーロッパ②キリスト教圏の年中行事
第９回：アフリカ①人々の生活に密着する楽師たち
第10回：アフリカ②ポピュラー音楽のルーツとその後の変化
第11回：アメリカ①先住者たちの音楽的営為
第12回：アメリカ②オリンピックイヤーだからブラジル音楽を知りたい
第13回：ポリネシア―伝統芸能と観光化
第14回：現代における世界音楽
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

未知の地域、あるいは既知でも一元的な見方をしてきた地域を扱うため、受講者が問題意識をいくらかでも共有することがよりよい理解へと
直結する。次回のための課題に必ず取り組み、授業に臨むことを求める。

◆成績評価の方法◆

本来であれば実際の音楽に触れることが最も大切なので、直接授業で取り上げないジャンルの音楽であっても、積極的に生で聴くことを勧め
る。担当者からもパフォーマンス関連の情報を提供するが、受講生の情報交換も歓迎する。

毎回の授業で回収するワークシートと、不定期に実施する小・中レポートにより総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

テーマが多岐にわたるため、一つのテキストは指定せず、必要箇所を配布する。

◆参考図書◆

適宜、指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

CEL428S

現代音楽研究Ａ

白石　美雪

◆授業目標◆

（１）音楽の意味を根本から問い直した２０世紀前半（第２次世界大戦まで）のモダニズムの音楽を学び、なぜ、モダニズムの音楽は「むずか
しい」と感じるのかという素朴な疑問からはじめて、重要な作曲家と作曲技法による大きな歴史の流れをつかむ。
（２）２０世紀芸術に広がったモダニズムの美学が、どのように具体的な音楽作品に現れているのか、理解する。

◆授業内容・計画◆

以下は予定。進行の具合により、変更することがある。

第１週　　授業の内容説明／２０世紀音楽における伝統と革新
第２週　　調性の崩壊／後期ロマン派、フランス印象派
第３週　　無調音楽の誕生／新ウィーン楽派(１)
第４週　　１２音音楽の発明／新ウィーン楽派(２)
第５週　　ロシアの原始主義／ディアギレフとロシアバレエ団
第６週　　ロシアの原始主義／ストラヴィンスキー
第７週　　ハンガリーの原始主義／バルトーク
第８週　　イタリア未来派／ルッソロと騒音の音楽
第９週　　電子楽器／テルミンとオンド・マルトノ
第１０週　家具の音楽／サティ(１)
第１１週　音楽におけるダダイズム／サティ(２)
第１２週　新古典主義／サティとフランス六人組
第１３週　アメリカ実験主義の萌芽／アイヴズとカウエル
第１４週　アメリカ実験主義の旗手／ケージとその仲間たち
第１５週　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で参考例として楽譜を示し、その一部を聴いた曲については、自分できちんと全曲を聴いておくこと。また、授業で話題となった２０世紀
音楽に特有の言葉や人名等について、簡単なまとめを作っておくこと。

◆成績評価の方法◆

とくになし。

出席状況と学期末の筆記試験で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

とくになし。

◆参考図書◆

『はじめての音楽史』久保田慶一編（音楽之友社）
『キーワード１５０　音楽通論』久保田慶一編（アルテスパブリッシング）
『現代音楽の読み解く８８のキーワード』ボスール著（音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 1-308 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

CEL431S

ポピュラー音楽研究Ｂ

野中　映

◆授業目標◆

感性のアンテナを伸ばし、音楽の視野を広げていくことができる、それが授業ごとの目標です。さらに、自分自身の「POP研日記」を完成させ
ることで、音楽に対する自己の立ち位置を確認することができる、それが最終的な目標です。

◆授業内容・計画◆

１  フォーククルセダーズの時代から
２  ＧＳと書いてグル－プサウンズと読む
３  テクノポップ生かじり
４  憂歌団とか日本のブルースとか
５  1980年代J-ROCKの名脇役たち
６  映画『トーキョーポップ』を読んでみる
７  日本のロックを観る・20世紀編（『Ａサインデイズ』とか『スワロウテイル』とか）
８  日本のインディーズ（元祖オルタナティブと元祖ビジュアル系と元祖バカ）
９  日本のロックを観る・21世紀編（『デトロイト・メタル・シティ』とか『少年メリケンサック』とか）
10  映画『下妻物語』を読んでみる
11  1990年代J-ROCKの個性派たち
12  hideとかビジュアル系とか
13  椎名林檎まるかじり
14  ＳＳと書いて勝訴ストリップと読む
15  今わたしたちのいるこの時代から

◆準備学習の内容◆

当該のジャンルや主なアーティストについて予めオフィシャル・ウェブサイトなどで調べておくことは、授業のための有効な準備となるでしょう。
また未知の音楽に対峙するための、耳のストレッチ、聴覚の準備運動を怠らないように。

◆成績評価の方法◆

レポート（ＰＯＰ研絵日記またはＰＯＰ研観察日記）

◆教科書（使用テキスト）◆

あなたの周りのすべてのものが教科書です。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

CEL433S

ポピュラー音楽研究Ｄ

宮入　恭平

◆授業目標◆

J-POPというジャンルに焦点を当て、戦後日本のポピュラー音楽シーンの変遷を、社会、経済、政治や文化とのかかわりから理解することが
できる。

◆授業内容・計画◆

1. イントロダクション
2. J-POPとは何か？
3. J-POPと社会①　J-POPの誕生
4. J-POPと社会②　J-POPをめぐる諸相
5. J-POPと経済①　文化産業がつくりだすポピュラー音楽
6. J-POPと経済②　工業製品としてのJ-POP
7. J-POPと文化①　ジャンルを規定するもの
8. J-POPと文化②　ジャンル概念の混乱
9. J-POPと文化③　動画①
10. J-POPとアイデンティティ①　J-POP概念の揺らぎ
11. J-POPとアイデンティティ②　アイデンティティの行方
12. J-POPとアイデンティティ③　動画②
13. J-POPと政治①　J-POPと政治性
14. J-POPと政治②　プロパガンダとプロテスト
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

事前に教科書『J-POP文化論』を読んでおいてください。

◆成績評価の方法◆

・「授業内容・計画」および「成績評価の方法」の詳細は、第1回目の授業で説明します。
・レポートおよび試験は授業内容に準じて出題するので、授業への毎回出席が前提となります。
・授業欠席によって生じた状況（レポートの未提出など）への救済措置は一切おこないません。

レポート（授業内に不定期で実施）と論述試験（最後の授業時間に実施）から評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『J-POP文化論』宮入恭平著（彩流社）

◆参考図書◆

『ライブハウス文化論』宮入恭平著（青弓社）
『ライブシーンよ、どこへいく』宮入恭平・佐藤生実著（青弓社）
『発表会文化論』宮入恭平編著（青弓社）
『「文化系」学生のレポート・卒論術』渡辺潤・宮入恭平編著（青弓社）
『地下鉄のミュージシャン』スージー・J・タネンバウム著、宮入恭平訳（朝日新聞出版）
その他、授業中に紹介します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 1-308 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

CEL435S

ポピュラー音楽研究Ｆ

吉成　順

◆授業目標◆

・ミュージカルのルーツから現代に至るまでの大まかな変遷がわかる。
・各年代の代表作について具体的にイメージできる。
・代表的な作者たちについて、その特徴や歴史上の貢献について理解できる。
・ミュージカルの現状を理解し、未来像を描くことができる。

◆授業内容・計画◆

20世紀以降の劇場音楽としてもっとも重要なジャンルであるミュージカルについて、主に歴史的角度からの理解をめざします。随時概説的な
話題を織り交ぜつつ、主な作曲家や作品に注目しながらミュージカルの歴史的な流れをたどります。
次のような内容で進められます。

第1回　ルーツ：オペレッタとヴォードヴィル・ショー
第2回　ジャズ、ティンパンアレイとブロードウェイ
第3回　「ショー・ボート」とロジャース＆ハマースタイン
第4回　映画とミュージカル
第5回　ディズニー
第6回　バーンスタイン
第7回　ソンドハイム1
第8回　ソンドハイム2
第9回　ロック・ミュージカル
第10回 ロイド＝ウェッバー
第11回 ヨーロッパ系ミュージカル
第12回 日本のミュージカル
第13回 ミュージカルの現状
第14回 ミュージカルの明日
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の対象となる作曲家や作品に触れておいてください。

◆成績評価の方法◆

特になし

期末レポート(予定)の内容で評価します。

◆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◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

CEL234U

楽器学概説Ａ

中溝　一恵

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

CEL235U

楽器学概説Ｂ

中溝　一恵

◆授業目標◆

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。
各論のプログラムにおいて、当該楽器のデモンストレーションと説明をしてもらう人を募ります。
楽器学視点を取り入れた説明とはどのようなものか、体験してみるのもよい機会となりますので、積極的な参加を歓迎します。

◆成績評価の方法◆

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◆



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。



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 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

CEL236U

楽器学概説Ｃ

中溝　一恵

◆授業目標◆

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◆

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◆



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 1-209 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

CEL237U

楽器学概説Ｄ

中溝　一恵

◆授業目標◆

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◆

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◆



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１ 単位数 1単位

備考

CES239S

リトミックⅠ

井上　恵理

◆授業目標◆

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◆

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◆



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

CES239S

リトミックⅠ

中明　佳代

◆授業目標◆

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◆

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◆



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 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

CES239S

リトミックⅠ

井上　恵理

◆授業目標◆

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◆

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◆



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１ 単位数 1単位

備考

CES240S

リトミックⅡ

井上　恵理

◆授業目標◆

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◆

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◆



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

CES240S

リトミックⅡ

中明　佳代

◆授業目標◆

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◆

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◆



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 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

CES240S

リトミックⅡ

井上　恵理

◆授業目標◆

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◆

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◆



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 月２ 単位数 1単位

備考

CES241U

リトミックⅢ

清水　あずみ

◆授業目標◆

リトミックは、スイスの音楽教育家・作曲家であったエミール・ジャック＝ダルクローズ（1865～1950）によって創案された音楽と動きを融合した
音楽教育である。リトミックでは、聴覚と筋肉運動感覚を一体化し、私たちの身体を楽器のように使いながら、全身の筋肉や神経を通して身
体の中に音楽的リズムを覚醒させ、心と身体の調和を目指す。この教育法の3本柱であるリズム運動、ソルフェージュ、即興をリンクさせたリ
トミックの体験を通して、音楽的なセンスを培っていき、演奏家、音楽教育者としての感性を深めていくことを目標とする。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス　リトミックについて
2. 身体の知覚（呼吸、緊張と弛緩など）
3. 拍（ビート）
4. 時間・空間・エネルギー(1) テンポ
5. 時間・空間・エネルギー(2) 拍子
6. テンポ
7. バイナリー・ビートとターナリー・ビート(1) 拍の分割
8. バイナリー・ビートとターナリー・ビート(2) 拍子との関係
9. 拍子（2/4、3/4、4/4拍子）
10. 拍子（6/8拍子）
11. リズムフレーズ
12. 即興（声、打楽器、ピアノを使って）
13. グループ創作(1) 導入
14. グループ創作(2) 展開
15. 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。授業で取り組んでいる課題内容を
各自で十分に練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

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、定期試験などを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で随時紹介する。

◆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）
『定本オリジナル版 リズム・音楽・教育』エミール・ジャック＝ダルクローズ著（開成出版）
『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（ドレミ楽譜出版社）
『リズム・インサイド』ジュリア・ブラック、ステファン・ムーア著（ふくろう出版）
『エミール・ジャック＝ダルクローズ』フランク・マルタン他著（全音楽譜出版社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,2年,3年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

CES242U

リトミックⅣ

清水　あずみ

◆授業目標◆

リトミックⅢで学んだことをさらに深める。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。聴覚と筋肉運動感覚を関
連づけたリトミックの体験を通して、音楽的なセンスを培っていき、演奏家、音楽教育者としての感性を深めていくことを目標とする。

◆授業内容・計画◆

1. ダイナミクス、ニュアンス
2. 補足リズム(1) リズムパターン、空間の使い方
3. 補足リズム(2) 例曲を使った活動
4. フレーズ
5. アナクルーシス・クルーシス・メタクルーシス(1) 音楽と動きのエネルギー
6. アナクルーシス・クルーシス・メタクルーシス(2) 例曲を使った活動
7. 休符
8. シンコペーション
9. メトリックトランスフォーメーション(1) バイナリーとターナリー、拍子
10. メトリックトランスフォーメーション(2) 合成リズムとリズムパターン
11. 不等拍
12. カノン
13. グループ創作(1) 導入
14. グループ創作(2) 展開
15. 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。授業で取り組んでいる課題内容を
各自で十分に練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

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）◆

授業内で随時紹介する。

◆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）
『定本オリジナル版 リズム・音楽・教育』エミール・ジャック＝ダルクローズ著（開成出版）
『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（ドレミ楽譜出版社）
『リズム・インサイド』ジュリア・ブラック、ステファン・ムーア著（ふくろう出版）
『エミール・ジャック＝ダルクローズ』フランク・マルタン他著（全音楽譜出版社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 水１ 単位数 1単位

備考

CES243U

ボディーテクニックⅠ

楠原　竜也

◆授業目標◆

『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◆

実践を通しての知識、技術の習得となるため、万全の状態で授業に臨めるように常に身体のケア、けがへの留意を行うこと。また、授業は前
回までの内容を土台にして進行していくため、個々で知識、技術の整理、復習を行うこと。

◆成績評価の方法◆

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◆



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

CES243U

ボディーテクニックⅠ

楠原　竜也

◆授業目標◆

『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◆

実践を通しての知識、技術の習得となるため、万全の状態で授業に臨めるように常に身体のケア、けがへの留意を行うこと。また、授業は前
回までの内容を土台にして進行していくため、個々で知識、技術の整理、復習を行うこと。

◆成績評価の方法◆

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◆



ナンバリング

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

CES244U

ボディーテクニックⅡ

楠原　竜也

◆授業目標◆

『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◆

実践を通しての知識、技術の習得となるため、万全の状態で授業に臨めるように常に身体のケア、けがへの留意を行うこと。また、授業は前
回までの内容を土台にして進行していくため、個々で知識、技術の整理、復習を行うこと。

◆成績評価の方法◆

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◆



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

CES244U

ボディーテクニックⅡ

楠原　竜也

◆授業目標◆

『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◆

実践を通しての知識、技術の習得となるため、万全の状態で授業に臨めるように常に身体のケア、けがへの留意を行うこと。また、授業は前
回までの内容を土台にして進行していくため、個々で知識、技術の整理、復習を行うこと。

◆成績評価の方法◆

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◆



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

CES245U

ボディーテクニックⅢ

楠原　竜也

◆授業目標◆

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◆

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◆



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

CES246U

ボディーテクニックⅣ

楠原　竜也

◆授業目標◆

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◆

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◆



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-135 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

CES449U

即興演奏法Ⅰ

清水　あずみ

◆授業目標◆

リトミックを創案した音楽教育家・作曲家であるエミール・ジャック＝ダルクローズ（1865～1950）は、音楽（聴覚）と動き（筋肉運動感覚）の関
連に着目し、「即興」を音楽教育および人間教育における大切な要素として位置づけている。その思想に基づき、楽譜に頼らず、自らが音楽
となり、表現すること、コミュニケーションツールとしての音楽を「即興」をとおして体験することを目標とする。ピアノを主な表現媒体とするが、
専攻楽器での即興、声や打楽器での即興、動きの即興も積極的に取り入れていく。

◆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、リズムを感じる）
3.　他者と音を合わせる(1) メロディー
4.　他者と音を合わせる(2) ハーモニー
5.　グループでの即興(1) 声を使って
6.　グループでの即興(2) 打楽器を使って
7.　グループでの即興(3) トーンチャイムを使って
8.　グループでの即興(4) ボディパーカッション
9.　パートナーとのピアノ即興(1) メロディー
10.  パートナーとのピアノ即興(2) モチーフ・素材
11.  パートナーとのピアノ即興(3) ハーモニー
12.　視覚的イメージからの即興(1) 絵・写真
13.  視覚的イメージからの即興(2) 絵本
14.  動きと即興
15.  まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業内で体験した様々な即興を自ら反復、展開し、十分に練習しておくこと。
課題の準備をしてくること。

◆成績評価の方法◆

履修人数を20名程度とする。人数が多い場合、第1回目の授業で選抜を行うため、必ず出席すること。

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験などを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、資料を配布する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 N-135 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

CES450U

即興演奏法Ⅱ

清水　あずみ

◆授業目標◆

即興演奏法Ⅰで学んだことをさらに深める。色々な音素材を用いた即興を体験することにより、自身の音楽のボキャブラリーを増やしていく。
色々なスタイルの即興を通して、豊かな自身の演奏能力、表現能力の向上へとつなげていく。

◆授業内容・計画◆

1. 前期の振り返り
2. イメージによる即興(1) ことば
3. イメージによる即興(2) ニュアンス
4. 音素材(1) ペンタトニック
5. 音素材(2) 半音音階
6. 音素材(3) 全音音階
7. 音素材(4) 3度音程
8. 音素材(5) 4度音程
9. 音素材(6) 5度音程
10. 音素材(7) 6度音程
11. 音素材(8) 7度音程
12. フリースタイルの即興(1) グループ
13. フリースタイルの即興(2) ソロ
14. ファイナル・プロジェクト
15. まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業内で体験した様々な即興を自ら反復、展開し、十分に練習しておくこと。
課題の準備をしてくること。

◆成績評価の方法◆

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験などを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、資料を配布する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

CES451U

パントマイムⅠ

山崎　圭二

◆授業目標◆

パントマイムテクニックの習得をする。

◆授業内容・計画◆

様々な動作を分析し、その仕組みを知るとともに基本的なテクニックの習得を重点にすすめていく。
１）説明会
２）マイムウォーキング（１）平地歩行のデフォルメ前半
３）マイムウォーキング（１）登り坂歩行のデフォルメ
４）マイムウォーキング（２）平地歩行のデフォルメ後半
５）マイムウォーキングの応用
６）引く・引かれる（定位置での引く・引かれるの動作）
７）引く・引かれる（場所移動での引く・引かれるの動作）
８）引く・引かれる（重心移動による引く・引かれるの動作）
９）引く・引かれるの応用
１０）壁（緊張と弛緩）定位置における動作
１１）壁（緊張と弛緩）移動における動作
１２）空間意識とテクニック 視線による距離感
１３）空間意識とテクニック 空間を意識した演技
１４）実技試験（課題作品）
１５）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

テクニックは繰返しと積重ねの練習が重要。
授業で学習した技術は、毎日短時間でも必ず各自おさらいをするように。

◆成績評価の方法◆

出来る限り前期後期継続して受講する事を勧める。

平常の授業への取り組みとノート提出及び実技試験（テクニックと課題作品）の結果で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

CES452U

パントマイムⅡ

山崎　圭二

◆授業目標◆

パントマイムテクニックの応用で、表現できる身体をつくる。

◆授業内容・計画◆

即興演技で表現技術の向上と「演技と空間の関係」を意識できる身体をつくる。感性を磨き、内在する「道化」を発見することにより表現のた
めの自由な発想力、豊富な身体表現技術を身につける。
１）押す・押される
２）前期テクニックの復習
３）ロボットの動き
４）テクニックを使った即興演技（対象物に応じたテクニックの利用法）
５）テクニックを使った即興演技（ストーリーの中で演じるテクニック）
６）様々な日常動作のデフォルメ（日常生活の動作から）
７）様々な日常動作のデフォルメ（機械・道具など）
８）感情表現と演技（喜怒哀楽の肉体表現化への試み）
９）感情表現と演技（感情表現を取り入れたマイムテクニック）
１０）感情表現と演技（ストーリー（ドラマ）の中での感情表現）
１１）作品創作（台本作成と演技プラン）
１２）作品創作（個人練習と演技アドバイス）
１３）作品創作（試演）
１４）実技試験（自主作品）
１５）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

テクニックは繰返しと積重ねの練習が重要。
授業で学習した技術は、毎日短時間でも必ず各自おさらいをするように。

◆成績評価の方法◆

出来る限り前期後期継続して受講する事を勧める。

平常の授業への取り組みと自作品（構成・音楽・演出・演技）による実技試験の結果で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

CES453U

モダンダンスⅠ

明尾　真弓

◆授業目標◆

モダンダンステクニック（初級）の習得。ダンスの基礎を学ぶとともに、身体を自由に動かす喜び、音楽にのって動く喜びを感じ取ってほしい。

◆授業内容・計画◆

毎回、身体感覚の鋭敏化、関節可動域の拡大、効果的な呼吸法の習得のためストレッチやバーレッスンを行った後、立つ、歩く、回る、跳ぶ
といった基本的なテクニックを学ぶ。

１－ガイダンス
２－体をほぐすストレッチ
３－基本となる姿勢をとってみようー真直ぐに立つ
４－足の基本ポジションー１番ポジション～５番ポジション
５－ダンスウォーキング①つま先から歩こう
６－ダンスウォーキング②手の動きもつけて歩こう
７－四拍子の移動①足の動きに注意して
８－四拍子の移動②上体の動きを加えよう
９－三拍子の移動①まっすぐに移動する
10－三拍子の移動②方向を変えながら移動する
11－目が回らないように回ろう①両足で回ろう
12－目が回らないように回ろう②片足で回ろう
13－空中で舞う①小さなジャンプ
14－空中で舞う②大きなジャンプ
15－まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業のなかで行うストレッチや筋力トレーニングを短時間でもよいので毎日継続して行う。
授業前には、前回取り上げた動きを復習し、授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

動きやすく柔らかい素材の服装に更衣すること。

平常の授業への取組み、実技試験などによる総合評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

CES454U

モダンダンスⅡ

明尾　真弓

◆授業目標◆

「モダンダンスI」（前期)を発展させる。後半は創作に取り組み、表現者、教育者として必要な想像力、創造力をさらに磨いていく。

◆授業内容・計画◆

前期に準ずる。前期より一歩進め、組み合わせ、フレーズ化した動きにも挑戦する。
後半は小グループに分かれ、テーマ、音楽なども自由に選び小作品を創作し、クラス発表会をする。

１－前期の復習
２－振付を覚えて踊ってみよう①前半部分を覚える
３－振付を覚えて踊ってみよう②前半の復習　後半部分を覚える
４－振付を覚えて踊ってみよう③全部を通して踊る
５－振付を覚えて踊ってみよう④数人でお互いの動きをチェックしながら練習する
６－振付を覚えて踊ってみよう⑤まとめ
７－ＤＶＤ鑑賞①前半を見る
８－ＤＶＤ鑑賞②後半を見る
９－創作①グループを決める
10－創作②テーマを決める
11－創作③テーマに沿って選曲する
12－創作④テーマに沿った動きを見つける
13－創作⑤構成を考えながら仕上げていく
14－創作⑥クラス発表会
15－まとめ

◆準備学習の内容◆

授業のなかで行うストレッチや筋力トレーニングを短時間でもよいので毎日継続して行う。
振付られた動きの流れを復習し、忘れないようにする。
作品創作では授業中に創作作業がスムーズに進行するように必要な準備をして授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

動きやすく柔らかい素材の服装に更衣すること。

平常の授業への取組み、実技試験などによる総合評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

CES455U

ヒストリカルダンスⅠ

浜中　康子

◆授業目標◆

ヒストリカルダンスとは、主にルネサンス、バロック及びロココ時代に至るまでの宮廷における舞踏会用ダンスやオペラ、バレエの中で踊られ
た劇場用ダンスを指し、現存する舞踏譜や理論書に基づいて今日復元できるものを意味する。本授業では、メヌエットやガヴォットに代表さ
れるバロック時代のダンスを中心に、基本的なステップを練習するテクニックレッスンとともに、舞踏譜の読み方を実習し、記述された振付を
復元し踊ってみる。さらにダンス実習とともに舞曲を演奏することを通して、音楽と舞踊（動き）との関連性や様式について探求し、舞曲への
理解を深める。

◆授業内容・計画◆

前期

1)ガイダンス
2)ルネサンスダンスから<パヴァーヌ>
3)バロックダンスの歴史的背景
4)バロックダンスのテクニック
5)<ブレ>のステップ
6)<メヌエット>のステップ(その1)
7)<ブレ>舞踏譜の読み方
8)まとめ(第1回～第7回)
9)<メヌエット>のステップと歴史的背景
10)<メヌエット>のフィギュア(その1)
11)<メヌエット>のフィギュア(その2)とエスコートやお辞儀
12)<ガヴォット>のステップ
13)まとめ(第9回～第12回)
14)コントルダンス
15)まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・バロック時代の作品だけでなく様々な様式における舞曲を
　鑑賞してみる。
・ダンス実習した舞曲を演奏してみる。
・ブレスとともに身体をしなやかに使えるよう、ストレッチ
　体操やバロックダンスに生きるウォーミングアップ
　（授業内でも取り上げる）を練習する。

◆成績評価の方法◆

動きやすい服装とシューズ。
半期単位の授業であるが、授業内容はIからIIへ発展的に計画されているため、継続して受講することが望ましい。

平常の授業への取り組み、ダンス実技試験、レポート等から、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

浜中康子著『栄華のバロックダンスー舞踏譜に舞曲のルーツを求めてー』（音楽之友社）

◆参考図書◆

授業時に、随時紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

CES456U

ヒストリカルダンスⅡ

浜中　康子

◆授業目標◆

前期の授業（ヒストリカルダンス I）を踏まえて、バロック時代のダンスを中心に、基本的なステップを練習するテクニックレッスンとともに、舞
踏譜の読み方を実習し、記述された振付を復元し踊ってみる。これらの動きの体験を通して、音楽と舞踊（動き）との関連性や様式について
探求し、舞曲への理解を深める。前期と同様に、専攻の楽器（声楽）を、ダンスとともに演奏してみる。

◆授業内容・計画◆

後期

1)バロックダンスのテクニック
2)舞踏譜について
3)<ガヴォット>のステップとフィギュア
4)<サラバンド>のステップ練習
5)<サラバンド>のステップとフィギュア
6)<サラバンド> 舞踏譜に基づいて
7)<サラバンド> ヘンデルの「Lascia ch’io pianga」
8)まとめ(第1回～第7回)
9)<ジグ>のステップ練習
10)<ジグ>のステップとフィギュア
11)<ジグ> 舞踏譜に基づいて
12)<クラント>と<アルマンド>について
13)ロココ時代のダンス(モーツァルトの舞曲)
14)まとめ(第9回～第13回)
15)仕上げそして評価

◆準備学習の内容◆

・バロック時代の作品だけでなく、様々な様式における舞曲を
　鑑賞してみる。
・ダンス実習した舞曲を演奏してみる。
・ブレスとともに、身体をしなやかに使えるよう、ストレッチ
　体操やバロックダンスに生きるウォーミングアップ
　（授業内でも取り上げる）を練習する。

◆成績評価の方法◆

動きやすい服装とシューズ。
半期単位の授業であるが、授業内容はIからIIへ発展的に計画されているため、継続して受講することが望ましい。

平常の授業への取り組み、ダンス実技試験、レポート等から、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

浜中康子著『栄華のバロックダンスー舞踏譜に舞曲のルーツを求めてー』（音楽之友社）

◆参考図書◆

授業時に、随時紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

VML409S

オペラ史Ａ

中田　朱美

◆授業目標◆

主要なオペラ作品の概要を把握し、さらにオペラの時代様式の変遷や社会的な成立事情など、作品の背景にさまざまなコンテクストを考察
できる。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス　ペーリ《エウリディーチェ》　モンテヴェルディ《オルフェオ》《ポッペアの戴冠》
第2回　ペルゴレージ《奥様女中》
第3回　モーツァルト①　《フィガロの結婚》
第4回　モーツァルト②　《魔笛》
第5回　ロッシーニ《セビリヤの理髪師》
第6回　ベッリーニ《夢遊病の女》　ドニゼッティ《愛の妙薬》
第7回　ヴェーバー《魔弾の射手》
第8回　マイヤーベーア《ユグノー教徒》
第9回　ヴェルディ《マクベス》《椿姫》
第10回　ヴァーグナー①　《トリスタンとイゾルデ》
第11回　ヴァーグナー②　《ニュルンベルクのマイスタージンガー》
第12回　ビゼー《カルメン》
第13回　ムーソルグスキイ《ボリース・ゴドゥノーフ》
第14回　チャイコーフスキイ《エヴゲーニイ・オネーギン》
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

さまざまなメディアを通して、オペラ作品に触れていきましょう。次の授業で扱うオペラのあらすじは、毎回予習しておいてください。

◆成績評価の方法◆

オペラは大規模なジャンルのため、作品解釈へのアプローチもさまざまです。対象との距離（親近感）によって作品への理解が大いに変わっ
てきますので、できるだけたくさん触れる機会を持ちましょう。
このオペラ史Ａと後期に開講されるオペラ史Ｂで、オペラというジャンルの誕生から20世紀までのオペラ史を通観します。

成績は出席を含めた平常の授業への取り組みが3割、期末試験の結果が7割で、総合的に評価します。
期末試験での資料の持ち込みは不可とします。
試験の内容は、①キーワードを書く問題、②キーワードを説明する問題、③楽曲を解説する問題、④リスニング問題、からなります。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、指示します。

◆参考図書◆

・スタンリー・セイディ編　『新グローヴ オペラ事典』　中矢一義、土田英三郎、日本語版監修、白水社、2006年。
・西原稔　『世界史でたどる名作オペラ』　東京堂出版、2013年。
・水谷彰良　『新 イタリア・オペラ史』　音楽之友社、2015年。
・ロジャー・パーカー　『オックスフォード・オペラ史』　大崎滋生訳、平凡社、1999年。
・ロバート・ドニントン　『オペラとその象徴：モンテヴェルディからヴァーグナーまでの舞台表現』　佐竹淳訳、音楽之友社、1995年。

ほかは適宜、指示します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

VML410S

オペラ史Ｂ

中田　朱美

◆授業目標◆

主要なオペラ作品の概要を把握し、さらにオペラの時代様式の変遷や社会的な成立事情など、作品の背景にさまざまなコンテクストを考察
できる。

◆授業内容・計画◆

第1回　マスカーニ《カヴァレリア・ルスティカーナ》
第2回　ヴェルディ《ファルスタッフ》
第3回　ドビュッシー《ペレアスとメリザンド》
第4回　プッチーニ①　《蝶々夫人》
第5回　プッチーニ②　《トゥーランドット》
第6回　ヤナーチェク《イェヌーファ》《利口な女狐の物語》
第7回　R.シュトラウス①　《サロメ》
第8回　R.シュトラウス②　《薔薇の騎士》
第9回　ベルク①　《ヴォツェック》
第10回　ベルク②　《ルル》
第11回　ショスタコーヴィチ《ムツェンスク郡のマクベス夫人》
第12回　ブリテン《ピーター・グライムズ》
第13回　團伊玖磨《夕鶴》
第14回　ストラヴィンスキー《放蕩者のなりゆき》
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

さまざまなメディアを通して、オペラ作品に触れていきましょう。次の授業で扱うオペラのあらすじは、毎回予習しておいてください。

◆成績評価の方法◆

オペラは大規模なジャンルのため、作品解釈へのアプローチもさまざまです。対象との距離（親近感）によって作品への理解が大いに変わっ
てきますので、できるだけたくさん触れる機会を持ちましょう。
このオペラ史Ｂと、前期に開講されるオペラ史Ａで、オペラというジャンルの誕生から20世紀までのオペラ史を通観します。

成績は出席を含めた平常の授業への取り組みが3割、期末試験の結果が7割で、総合的に評価します。
期末試験での資料の持ち込みは不可とします。
試験の内容は、①キーワードを書く問題、②キーワードを説明する問題、③楽曲を解説する問題、④リスニング問題、からなります。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、指示します。

◆参考図書◆

・スタンリー・セイディ編  『新グローヴ オペラ事典』  中矢一義、土田英三郎、日本語版監修、白水社、2006年。
・長木誠司　『オペラの20世紀　夢のまた夢へ』　平凡社、2015年。
・西原稔  『世界史でたどる名作オペラ』  東京堂出版、2013年。
・水谷彰良  『新 イタリア・オペラ史』  音楽之友社、2015年。
・ロジャー・パーカー  『オックスフォード・オペラ史』  大崎滋生訳、平凡社、1999年。
・ロバート・ドニントン  『オペラとその象徴：モンテヴェルディからヴァーグナーまでの舞台表現』  佐竹淳訳、音楽之友社、1995年。

ほかは適宜、指示します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

VML411S

宗教音楽史Ａ

平井　真希子

◆授業目標◆

人間が宗教に何を求め、それを音楽にどのように反映させてきたかを様々な事例を通して学ぶ。近代西洋音楽の基礎となった中世からルネ
サンスの宗教音楽について、表面的ではない理解を得る。

◆授業内容・計画◆

第1回　導入
第2回　キリスト教の基礎知識(1)歴史と聖書
第3回　キリスト教の基礎知識(2)教会暦
第4回　キリスト教の基礎知識(3)典礼
第5回　グレゴリオ聖歌(1)基礎知識
第6回　グレゴリオ聖歌(2)聖歌の実際
第7回　中世(1)トロープス
第8回　中世(2)初期ポリフォニー
第9回　中世(3)ポリフォニーの発展
第10回　中世(4)マショーと通作ミサ曲
第11回　ルネサンス(1)デュファイとルネサンス様式
第12回　ルネサンス(2)オケゲムとレクイエム
第13回　ルネサンス(3)ジョスカン
第14回　ルネサンス(4)宗教改革と対抗宗教改革
第15回　まとめ
主に古代から16世紀頃までのキリスト教音楽が中心だが、適宜他の時代や他の宗教の事例にも触れる予定。

◆準備学習の内容◆

授業で扱う時代の音楽について、事前に聴いたり楽譜を見たりして概略をつかんでおく。授業中にわからない点があれば、そのままにせず
必ず調べたり質問したりして理解しておく。

◆成績評価の方法◆

授業内容は、受講学生の希望により多少変更する可能性あり。疑問点は質問するなど、積極的な参加を歓迎する。

学期末レポートの他、平常の授業での取組みも併せて評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。必要に応じプリント等を配布する。

◆参考図書◆

『キリスト教と音楽――ヨーロッパ音楽の源流をたずねて』金澤正剛（音楽之友社）
『中世音楽の精神史』金澤正剛（講談社）
『中世・ルネサンスの社会と音楽』今谷和徳（音楽之友社）
他は授業中に指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

KBL427S

鍵盤音楽史Ｂ

神保　夏子

◆授業目標◆

19～20世紀の鍵盤音楽の歩みを概観し、その社会的・文化的背景と関連付けて理解する。

◆授業内容・計画◆

講義。ロマン派から近現代にかけての鍵盤音楽（主にピアノ音楽）における主要ジャンルや作曲様式の発展を論じつつ、同時期の演奏文化
の展開にも焦点を当てる。

〇各回の予定
第1回　イントロダクション
第２回　ベートーヴェンと19世紀
第３回　ロマン派のピアノ・ソナタと変奏曲
第４回　性格的小品
第５回　ヴィルトゥオーゾの台頭
第６回　ショパンとサロン音楽文化
第７回　音楽学校と練習曲
第８回　古楽復興と歴史主義
第９回　ナショナリズムと異国趣味
第10回　近代フランス音楽とパリのピアニストたち
第11回　ロシア音楽とロシア・ピアニズム
第12回　表現主義と新古典主義
第13回　アメリカにおける諸潮流
第14回　「前衛」音楽と特殊奏法、新たな鍵盤楽器
第15回　まとめ

◆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、授業内で指示する関連文献等で必要な基礎知識を得ておくこと。

◆成績評価の方法◆

特になし。

定期試験。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて資料を配布する。

◆参考図書◆

『鍵盤音楽の歴史』F.E.カービー著、千倉八郎訳（全音楽譜出版社）
『カラー図解音楽事典』U. ミヒェルス編、角倉一朗訳（白水社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3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

SWL481S

室内楽史Ａ

安川　智子

◆授業目標◆

・室内楽の通史を概観することで、室内楽とは何か、西洋音楽史における室内楽の位置づけ、レパートリー（代表的な作曲家と作品）につい
て理解する。
・各時代の歴史的背景と、室内楽とそのジャンルがもつ時代ごとのルール（作曲・演奏）について理解する。
・前期はとりわけバロック、古典派時代に確立された室内楽の様式やジャンル（トリオ・ソナタ、通奏低音からデュオ・ソナタやピアノ・トリオ、弦
楽四重奏まで）について丁寧に理解する。

◆授業内容・計画◆

第1回：概要
        （室内楽とは何か、全体像、授業の進め方について）
第2回：1600年以前
第3回：バロック時代(1)イタリア（とりわけコレッリ）
第4回：バロック時代(2)フランス
第5回：バロック時代(3)ドイツ（とりわけバッハ）
第6回：バロックから古典派へ、ボッケリーニ
第7回：ハイドンと弦楽四重奏について
第8回：モーツァルトの室内楽
第9回：18世紀の管楽室内楽、18世紀から19世紀へ
第10回：ベートーヴェン（１）ヴァイオリン・ソナタほか
第11回：ベートーヴェン（２）後期弦楽四重奏曲
第12回：シューベルト
第13回：シューマン、メンデルスゾーン
第14回：ブラームス
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で取り上げた作品について、視聴しなかった作品についても、図書館・ナクソス等で視聴する。

◆成績評価の方法◆

・詳しく取り上げる楽曲については、受講者の希望も可能な範囲で考慮します。
・後期室内楽史Ｂも合わせて履修することが望ましい。

平常の授業への取り組みと授業内課題を平常点として、期末レポートと合わせて総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配布します。

◆参考図書◆

・中村孝義『ベートーヴェン器楽・室内楽の宇宙』春秋社、2015年。
・中村孝義『室内楽の歴史』東京書籍、1994年。
・John H. Baron, Intimate music: A History of the Idea of Chamber Music, Pendragon Press, 1998.
・Mark A. Radice, Chamber Music: An Essential History, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2012.

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3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

SWL482S

室内楽史Ｂ

安川　智子

◆授業目標◆

前期室内楽史Ａで学んだ古典的な室内楽様式・演奏習慣・レパートリーなどをふまえ、とりわけ19世紀以降のフランスの室内楽史と、19世紀
～20世紀の重要な作曲家について、具体的な楽曲を取り上げながら深く理解する。

◆授業内容・計画◆

第1回：通史（ロマン派まで）の復習
第2回：セザール・フランク
第3回：サン＝サーンス、フォーレ
第4回：ドビュッシー
第5回：ラヴェル
第6回：ロシア、東欧、北欧の室内楽（とりわけチャイコフスキー、ドヴォルザーク、ヤナーチェク）
第7回：20世紀の室内楽概観
第8回：ミヨー、プーランク
第9回：シェーンベルク
第10回：バルトーク
第11回：ストラヴィンスキー
第12回：ショスタコーヴィチ
第13回：メシアンその他の20世紀室内楽作品
第14回：「室内楽史」総括と現代の室内楽のあり方
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

気になった作品、詳しく取り上げた作品については、各自曲全体をＣＤ等で聴き、楽譜を参照する。

◆成績評価の方法◆

詳しく取り上げる作曲家、作品については、前期室内楽史Ａの感触や受講学生の希望に応じて柔軟に対応する。
室内楽史Ａとの連続履修が望ましい。

平常の授業への取り組み、授業内課題を平常点として、期末レポートと合わせて総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配布します。

◆参考図書◆

Stephen E. Hefling, Nineteenth-Century Chamber Music, New York: Routledge, 2003.
James McCalla, Twentieth-Century Chamber Music, New York: Routledge, 2003.
  

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

SWL483S

管弦楽史Ａ

岡田　安樹浩

◆授業目標◆

管弦楽曲のレパートリーを把握し、代表的な作曲家・作品を知り、その歴史的位置づけを理解する。

◆授業内容・計画◆

今日の演奏レパートリーを把握するために、代表的な作曲家、作品をできるだけ多く紹介すると同時に、それらの歴史的位置づけを解説して
ゆく。また、特に重要な曲についてはスコアを検討し、楽曲分析的なアプローチも加えてゆく予定である。
第1回：ガイダンス
第2回：近代的オーケストラの成立と初期のシンフォニア
第3回：古典派のシンフォニー１〜ハイドン
第4回：古典派のシンフォニー2〜モーツァルト
第5回：古典派のシンフォニー3〜ベートーヴェン
第6回：古典派からロマン派へ1〜オペラ序曲と演奏会用序曲
第7回：古典派からロマン派へ2〜シューベルト、メンデルスゾーン、シューマン
第8回：標題シンフォニーとベルリオーズの創作
第9回：「交響詩」の誕生
第10回：19世紀後半のドイツ・シンフォニー１〜ブラームス
第11回：19世紀後半のドイツ・シンフォニー2〜ブルックナー
第12回：19世紀後半の非ドイツ・シンフォニー１〜中欧
第13回：19世紀後半の非ドイツ・シンフォニー2〜ロシア
第14回：19世紀後半の非ドイツ・シンフォニー3〜フランス
第15回：まとめ、評価
後期開講の「管弦楽史B」に継続する。

◆準備学習の内容◆

授業内で扱われる楽曲の音源を聴き、スコアを研究することが推奨される。

◆成績評価の方法◆

楽曲の鑑賞中の入退出は厳禁とする。

試験

◆教科書（使用テキスト）◆

特に定めないが、いくつかの楽曲についてはスコアの持参を指示することがある。

◆参考図書◆

大崎滋生 『文化としてのシンフォニー1』　平凡社 2005年
大崎滋生 『文化としてのシンフォニー2』 平凡社 2008年

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

SWL484S

管弦楽史Ｂ

岡田　安樹浩

◆授業目標◆

管弦楽曲のレパートリーを把握し、代表的な作曲家・作品を知り、その歴史的位置づけを理解する。

◆授業内容・計画◆

内容は前期開講の「管弦楽史A」からの継続となり、19世紀末から20世紀の管弦楽作品を扱う。今日の演奏レパートリーを把握するために、
代表的な作曲家・作品をできるだけ多く紹介すると同時に、それらの歴史的位置づけを解説してゆく。また、特に重要な曲についてはスコア
を検討し、楽曲分析的なアプローチも加えてゆく予定である。
第1回：ガイダンス
第2回：マーラーの初期シンフォニー
第3回：R・シュトラウスの音詩
第4回：マーラーの後期シンフォニーと新ウィーン楽派の管弦楽作品
第5回：新古典主義の管弦楽作品と室内交響曲
第6回：フランスの管弦楽曲
第7回：北欧〜シベリウスとニールセン
第8回：中欧〜ヤナーチェク、バルトークほか
第9回：ロシア〜スクリャービン、ラフマニノフほか
第10回：ソヴィエト〜プロコフィエフとショスタコーヴィチ
第11回：イギリス〜エルガー、ブリテンほか
第12回：戦後のレパートリー概観
第13回：邦人作品
第14回：20世後半〜21世紀のレパートリー概観
第15回：まとめ、評価

◆準備学習の内容◆

授業内で扱われる楽曲の音源を聴き、スコアを研究することが推奨される。

◆成績評価の方法◆

楽曲の鑑賞中の入退出は厳禁とする。

試験

◆教科書（使用テキスト）◆

特に定めないが、いくつかの楽曲についてはスコアの持参を指示することがある。

◆参考図書◆

大崎滋生 『文化としてのシンフォニー2』 平凡社 2008年
大崎滋生 『20世紀のシンフォニー』 平凡社 2013年

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,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

CEL238N

ジャズ入門

金子　健

◆授業目標◆

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◆

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◆



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。

「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◆



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 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

CEL436F

西洋古楽研究Ａ

友利　修

◆授業目標◆

西洋古楽を実践を念頭におきながら研究する基礎を養い、古典的な理論書に馴染む。

◆授業内容・計画◆

西洋古楽アンサンブル関連の実技の授業と連動しながら授業を進める。
とりあげる楽譜や理論書の古典についての選択は各人の専門や興味を反映するので、授業に積極的に参加し発言すること。

1. 導入と基礎知識
2. 楽譜の探索
3. 楽譜の探索 図書館とレファレンスブック
4. 版の評価と校訂報告
5. 楽譜を読む上での注意
6. 楽語のための外国語の基礎知識:英、独、仏、伊、羅
7. 理論書の古典を読む 1/8
8. 理論書の古典を読む 2/8
9. 理論書の古典を読む 3/8
10. 理論書の古典を読む 4/8
11. 理論書の古典を読む 5/8
12. 理論書の古典を読む 6/8
13. 理論書の古典を読む 7/8
14. 理論書の古典を読む 8/8
15. まとめ、レポートの指示。

◆準備学習の内容◆

各回の内容に応じて授業内で指示する作業を次回までに行なっておくこと。  

◆成績評価の方法◆

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）と各回の課題の実施状況、最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）◆

特になし。授業の各回の内容に応じてプリントで指示する。

◆参考図書◆

特になし。授業の各回の内容に応じてプリントで指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

CEL437F

西洋古楽研究Ｂ

友利　修

◆授業目標◆

西洋古楽演奏アンサンブルコース終了のための課題レポートの作成。

◆授業内容・計画◆

レポート作成のためのテーマ設定から執筆までを以下のスケジュールで行なう。
指導は各個人の選択テーマに応じて個別に行なうが、授業はグループディスカッション方式で行い、それぞれの研究過程で得られる知見を
共有する。
修了レポートは12,000字以上とする。

1.  テーマ設定とディスカッション 1/3
2. テーマ設定とディスカッション 2/3
3. テーマ設定とディスカッション 3/3
4. 先行研究と関連領域のリサーチ 1/4
5. 先行研究と関連領域のリサーチ 2/4
6. 先行研究と関連領域のリサーチ 3/4
7. 先行研究と関連領域のリサーチ 4/4
8. 執筆 1/6
9. 執筆 2/6
10. 執筆 3/6
11. 執筆 4/6
12. 執筆 5/6
13. 執筆 6/6
14. 口頭発表とディスカション 1/2
15. 口頭発表とディスカション 2/2

◆準備学習の内容◆

各回の内容に応じて授業内で指示する作業を次回までに行なっておくこと。

◆成績評価の方法◆

課題に自主的に取り組むこと。

最終レポートの評点に授業への参加状況を加味して評価する。  

◆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◆



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-B16 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

MML434N

アーツ・マネージメント概論Ⅰ

河原　啓子

◆授業目標◆

　さまざまなアーツ・マネージメントの領域を学習し、生成の過程をふり返りながら、現在のアーツ・マネージメントのありようを理解する。芸術
に関わる活動（演奏活動など）をマネージメントの視点からとらえることができるようにする。自分なりの、音楽イベントやコンサートなどの企
画提案をする力を獲得する。

◆授業内容・計画◆

　さまざまなマネージメントについて、プリント、図版、映像資料などを用いて体系的に解説する。
１．アーツ・マネージメントとは
２．アーツ・マネージメントの諸相
３．音楽のマネージメント（１）　概観
４．音楽のマネージメント（２）　事例
５．音楽のマネージメント（３）　展開
６．音楽のマネージメント（４）　課題
７．音楽のマネージメント（５）　展望
８．プランニング
９．演劇のマネージメント
10．バレエのマネージメント
11．映像のマネージメント（１）　概観
12．映像のマネージメント（２）　事例と展望
13．映画館のマネージメント
14．これからのアーツ・マネージメント
15.　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

　アーツ・マネージメントの概念について理解する。さまざまな芸術領域のアーツ・マネージメントを吟味し、新たなマネージメントの展望を探っ
てみる。有益なマネージメントのためのアイディア、プランを創出してみる。

◆成績評価の方法◆

　自分が鑑賞した芸術作品のマネジメントが、どのように行われていたかを吟味してほしい。

平常の授業への取り組み、レポートなどの総合評価。

◆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付する。

◆参考図書◆

ウイリアム・J・ボウモル他（池上惇他訳）『舞台芸術　芸術と経済のジレンマ』芸団協出版部、1994年。佐々木晃彦編『芸術経営学を学ぶ人の
ために』世界思想社、1997年。伊藤裕夫他『アーツ・マネジメント概論』水曜社、2001年。ハンス・アビング（山本和弘訳）『金と芸術』
grambooks、2007年。中川真他『これからのアートマネジメント』フィルムアート社、2011年。中村透『愛される音楽ホールのつくりかた』水曜
社、2012年。日本クラシック音楽事業協会『クラシック・コンサート制作の基礎知識』ヤマハミュージックメディア、2012年。洋書は手に取りやす
い翻訳を紹介した。必要に応じて原典を参照すること。ほかに適宜授業中に指示。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

MML435N

アーツ・マネージメント概論Ⅱ

河原　啓子

◆授業目標◆

　アーツ・マネージメント概論　Ⅰ　で学習したことを基盤にして、実際にどのようなマネージメントが行なわれているかを理解する。現代の
人々の音楽に対するニーズは何か、自分の考えを明らかにできる。レポート課題に取り組み、PRの実践方法を身につける。

◆授業内容・計画◆

　音楽に関わるアーツ･マネージメントについて、具体的事例を中心に、プリント、図版、映像資料などを用いて解説する。
１．オーケストラ　日本のオーケストラの形成をめぐって
２．コンサート・マネジャーの仕事
３．クラシック・コンサートの制作
４．ホール（１）　さまざまなホール
５．ホール（２）　ホールとマネジメント
６．ミュージカル
７．広報活動（１）事例
８．広報活動（２）検討
９．メセナ、パトロネージ
10．音楽のメディア・イベント
11．音楽産業
12．コンサート・マネージメント（１）観客育成
13．コンサート・マネージメント（２）海外の事例
14．社会におけるアーツ・マネージメント
15.　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

　アーツ・マネージメント概論Ⅰで学んだことを踏まえて、音楽マネージメントに求められていることは何かを考えてみる。マネージメントにおい
て、有効な情報伝達とはどのようなものか、広報戦略についても、自己の考えを導き出してみる。

◆成績評価の方法◆

　さまざまに展開されているアーツ・マネージメントに目を向け、その長所と短所を自分なりに検討してみてほしい。

平常の授業への取り組み、レポートなどの総合評価。

◆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付する。

◆参考図書◆

ウイリアム・J・ボウモル他（池上惇他訳）『舞台芸術　芸術と経済のジレンマ』芸団協出版部、1994年。佐々木晃彦編『芸術経営学を学ぶ人の
ために』世界思想社、1997年。伊藤裕夫他『アーツ・マネジメント概論』水曜社、2001年。ハンス・アビング（山本和弘訳）『金と芸術』
grambooks、2007年。日本クラシック音楽事業協会『クラシック・コンサート制作の基礎知識』ヤマハミュージックメディア、2012年。洋書は手に
取りやすい翻訳を紹介した。他に適宜授業中に指示。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

MML427N

文化政策論Ⅰ

河原　啓子

◆授業目標◆

　日本の文化政策全般について知識を増やす。各自で調査も行い、文化政策の実際の事業（ホール運営など）についての理解を深める。海
外の文化政策と日本の文化政策とを比較し、各国の文化に対する価値観を明確にする。

◆授業内容・計画◆

　資料、図版などを用いて日本および海外の文化政策について解説する。
１．文化と政策
２．文化政策に関連する組織と事業
３．近代化と文化政策
４．政策における文化の位置
５．文化政策の形成　文化政策の体系
６．文化権　文化政策としての芸術教育
７．ホール運営と文化政策（１） 東京を中心に
８．ホール運営と文化政策（２）　全国に目を向けて
９．アメリカの文化政策（１）　特徴
10．アメリカの文化政策（２）　展望
11．フランスの文化政策
12．ドイツ、イギリスの文化政策
13．スウェーデンの文化政策
14．文化予算
15. まとめと評価

◆準備学習の内容◆

　普段から、国がどのような文化政策を行っているか、報道や関連資料などを参照し、理解を深める。
　国公立のホール運営について、文化政策の側面で検討してみる。

◆成績評価の方法◆

　芸術・文化が行政上どのように扱われているか理解を深める。最新の政策にも目を向けてほしい。

平常の授業への取り組み、レポートなどの総合評価。

◆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付する。

◆参考図書◆

後藤和子『芸術文化の公共政策』勁草書房、1998年。根木昭『日本の文化政策』勁草書房、2001年。小林真理『文化圏の確立に向けて』勁
草書房、2004年。後藤和子『文化と都市の公共政策』有斐閣、2005年。片山泰輔『アメリカの芸術文化政策』日本経済評論社、2006年。クサ
ビエ・グレフ（垣内恵美子訳）『フランスの文化政策』水曜社、2007年。井口貢編『入門文化政策』ミネルヴァ書房、2008年。枝川明敬『文化芸
術への支援の論理と実際』東京藝術大学出版会、2015年。他に、必要に応じて授業中に指示。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

MML428N

文化政策論Ⅱ

河原　啓子

◆授業目標◆

　文化政策論 I で学んだことを踏まえて、文化政策について具体的に検討し、各自で調査も行い、文化政策のありようについての理解を深め
る。地方自治体の文化政策のさまざまな取り組みについての知識を増やし、行政に対する自分なりの見地を確立する。

◆授業内容・計画◆

　文化政策Ⅰで解説した国の政策と関連させながら、地方自治体の取り組みや役割について、資料、図版などを用いて解説する。さらに、政
策を支えるNPO、NGO、そして、文化や自然の価値観を形成している文化財保護や世界遺産と行政の関わりについても取り上げる。
１．文化芸術振興基本法
２．劇場・音楽堂等の活性化に関する法律
３．音楽に関する文化政策
４．著作権
５．地域社会と文化政策　地域文化の振興
６．パブリック・アート
７．地方公共団体の文化政策（１）　近郊を中心に
８．地方公共団体の文化政策（２）　全国に目を向けて
９．国と地方公共団体
10．文化政策の評価
11．NPO NGO
12．日本の文化財保護
13．世界遺産
14．これからの文化政策
15.　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

　文化芸術振興基本法を十分に理解する。そのうえで、文化政策に関する理解を深める。文化芸術振興基本法が、地方自治体の文化政策
にどのように影響しているか、具体的に調査し考察する。

◆成績評価の方法◆

　日々のニュースにも目を向けて、グローバル、ローカル、両方の視点で文化政策に対する理解を深めてほしい。

平常の授業への取り組み、レポートなどの総合評価。

◆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付する。

◆参考図書◆

後藤和子『芸術文化の公共政策』勁草書房、1998年。根木昭『日本の文化政策』勁草書房、2001年。小林真理『文化権の確立に向けて』勁
草書房、2004年。後藤和子『文化と都市の公共政策』有斐閣、2005年。片山泰輔『アメリカの芸術文化政策』日本経済評論社、2006年。クサ
ビエ・グレフ（垣内恵美子訳）『フランスの文化政策』水曜社、2007年。井口貢編『入門文化政策』ミネルヴァ書房、2008年。枝川明敬『文化芸
術への支援の論理と実際』東京藝術大学出版会、2015年。他に、必要に応じて授業中に指示。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

CEL442N

商業音楽概論Ａ

富貴　晴美

◆授業目標◆

映画音楽史を学ぶと同時に映像における音楽の効果を学んでいく。商業音楽における様々な職種を紹介しつつ、より豊かな人生の幅を広げ
ることが目標である。

◆授業内容・計画◆

１.オリエンテーション
２.映画、TVドラマ、CMの音楽からみる映像音楽の必要性
３.映画音楽の誕生:サイレント時代
４.映画音楽の助走:ミュージカル映画全盛期
５.映画音楽の成長:シンフォニック・スコア時代
６.映画音楽の成長:移民組による「Made in America」スコアの成立
７.映画音楽の熟成:ポップス化の時代
８.映画音楽の熟成:オリジナル・スコアの受難時代
９.映画音楽の熟成:シンフォニック・スコアの復権
１０.映画音楽の熟成:21世紀の映画音楽
１１.映画音楽の構造とは
１２.映画音楽の選曲とは
１３.選曲実習
１４.プレゼン実習
１５.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

課題を課すので、提出する事。

◆成績評価の方法◆

特になし。

平常の授業への取り組み、授業内試験を評価の対象とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

CEL443N

商業音楽概論Ｂ

富貴　晴美

◆授業目標◆

前期においては、映画の誕生、助走、成長、成熟の歴史の過程を追ってみた。後期においては、作曲家、国、時代別で細かく映画音楽を分
析し、映像における音楽の効果を学んでいく。商業音楽における様々な職種を紹介しつつ、より豊かな人生の幅を広げることが目標である。

◆授業内容・計画◆

１.オリエンテーション
２.映画音楽史の復習
３.映像と音楽の関係性:CM音楽
４.映像と音楽の関係性:映画、TVドラマ
５. スコアの読み方
６.映画音楽分析～ハリウッド前期
７.映画音楽分析～ハリウッド後期
８.映画音楽分析～邦画
９.映画音楽分析～ヨーロッパ
１０.映画音楽分析～アジア
１１.映画音楽分析～アカデミー賞
１２.映像音楽の選曲実習
１３.映像音楽の作曲実習
１４.プレゼン実習
１５.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

課題を課すので、提出する事。

◆成績評価の方法◆

特になし。

平常の授業への取り組み、授業内試験を評価の対象とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-26 開講学期 前期

曜日・時限 時間外 単位数 2単位

備考

CEL444N

音楽応用ビジネスⅠ

佐藤　浩士

◆授業目標◆

音楽業界の仕組み、現状を理解し、基本的、かつ実践的な音楽ビジネスのノウハウを身につける。

◆授業内容・計画◆

１．音楽ビジネスとは？
　　音楽業界の仕事内容と現状
２．コンサート・マネジメントの仕事
３．アーティスト･マネジメントの仕事
４．音楽ソフト（ＣＤ，ＤＶＤ）制作の仕事
　　○音楽ソフトの変遷
　　○レコード会社の仕組み
　　○レコード会社の歴史、現状と将来
　　○音楽制作の流れ
　　○録音の実際
　　○流通について
　　○配信について
５．権利ビジネス
　　印税とは？
　　○著作権・出版権
　　○原盤権　等
６．ＣＤ・ＤＶＤ及びコンサートの企画書作成とプレゼンテーション

◆準備学習の内容◆

日本のレコード会社名、音楽事務所等、分かる範囲で調べておく。この授業で何を学びたいか纏めておく。

◆成績評価の方法◆

履修定員：20名以内

１．想像力・企画力・独創性　２．積極性
３．プレゼンテーション能力

◆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◆



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 2-26 開講学期 後期

曜日・時限 時間外 単位数 2単位

備考

CEL445N

音楽応用ビジネスⅡ

佐藤　浩士

◆授業目標◆

音楽業界の現状を理解し、より実践的な音楽ビジネスの知識、能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

１．音楽ビジネスの総括
　　権利関係の復習
２．コンサート･マネジメントについて
　　企画書作成とプレゼンテーション
　　実際のコンサート・マネジメント能力を身に付ける。
３．ＣＤ制作について
　　企画書作成とプレゼンテーション
４．録音、編集、ディレクションについて
５．録音現場の実践
　　学内のスタジオにてレコーディングを体験

◆準備学習の内容◆

日本のレコード会社名、音楽事務所等、分かる範囲で調べておく。この授業で何を学びたいか纏めておく。

◆成績評価の方法◆

履修定員：20名以内
履修条件：音楽応用ビジネスIを履修していること
聞くだけの一方通行にならず活発に参加する姿勢が必要。
レコード会社で現実に行われている事と同様な企画プレゼンを行う。

１．想像力・独創性　２．積極性　３．行動力
４．企画力　５．プレゼンテーション能力

◆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◆



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 水２ 単位数 2単位

備考

原書講読（仏語）Ⅰ

友利　修

◆授業目標◆

音楽に関するフランス語テキストを理解する基礎を身につける。

◆授業内容・計画◆

外国語の習得、とくにフランス語のそれにおいて、正しい発音、聴き取りの力を早期に獲得することは、重要な鍵である。テキストを自然な速
度で理解する能力を得るためには、目と頭だけではなく自らの耳と口を使いながら、書かれたものと音声イメージを結びつける習慣を身につ
けることが不可欠の段階といってもよい。この観点から、前期開講の講読Iでは、いくつかのフランスの文化・研究機関が公開している音楽に
関するマルチメディア的なウェブコンテンツ、ラジオ局 France Musique、France Cultureのプログラムのなかから、テキストの質と内容・語彙・
発話速度・音声の明瞭度などにおいて適切なものを選び教材とする。文字テキストと音声の両方があるもの、音声のみのものいずれをもとり
あげる予定である。また受講者のレベルに応じて参考書を指示するので、各自がふだん用いている文法書、辞書を初回に持参すること。

各回の内容

1. 授業の進め方。教材に用いるメディアの紹介。
2. フランス語の勉強のしかた。視聴覚メディアの紹介、
3. 音楽のフランス語を勉強するための視聴覚メディアへの接し方。
4. 視聴覚メディア教材の聞き取りと理解 1/5
5. 視聴覚メディア教材の聞き取りと理解 2/5
6. 視聴覚メディア教材の聞き取りと理解 3/5
7. 視聴覚メディア教材の聞き取りと理解 4/5
8. 視聴覚メディア教材の聞き取りと理解 5/5
9. Webメディアの紹介
10. Webメディアの読み取り 1/5
11. Webメディアの読み取り 2/5
12. Webメディアの読み取り 3/5
13. Webメディアの読み取り 4/5
14. Webメディアの読み取り 5/5
15. まとめ、レポートの指示。

◆準備学習の内容◆

授業で指示された該当個所の音声とテキストを耳と目で復習してくること。

◆成績評価の方法◆

単位認定の要件としての出席状況は厳密に解釈する。

授業への参加態度と期末レポートの総合評価による。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-208 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

MML417N

原書講読（日本語）Ⅰ

三浦　裕子

◆授業目標◆

古代・中世における日本の古典（伝統）音楽にかかわる音楽書を講読し、その理解を深める。音楽書はくずし字で書かれたものを中心に講読
し、その解読ができるようになる。その際、絵画資料も参照し、実際の音楽を鑑賞するなどして、多角的に日本の古典（伝統）音楽を理解す
る。

◆授業内容・計画◆

１  日本音楽の流れを学ぶ
２  くずし字に慣れる
３  謡本（能の声楽である謡［うたい］の楽譜）を読む
４  世阿弥の芸術論『風姿花伝』を読む  ①概要を理解する
５  世阿弥の芸術論『風姿花伝』を読む  ②「年来稽古条々」（前半）講読
６  世阿弥の芸術論『風姿花伝』を読む  ③「年来稽古条々」（後半）講読
７  世阿弥の芸術論『風姿花伝』を読む  ④花の理論を学ぶ
８  くずし字による平家譜本を読む  ①概要を理解する
９  くずし字による平家譜本を読む  ②「平家」鑑賞も兼ねて
10  狂言の小舞謡（狂言歌謡の一種）の詞章を読む  ①概要を理解する
11  狂言の小舞謡の詞章を読む  ②「小舞・小舞謡」の鑑賞も兼ねて
12  『梁塵秘抄口伝集』を読む  ①概要を理解する
13  『梁塵秘抄口伝集』を読む  ②今様を理解する
14  『梁塵秘抄口伝集』を読む  ③信仰と音楽の関係を考える
15  まとめ―習熟度の確認

◆準備学習の内容◆

授業前に配布資料を一読しておくこと。
授業後に配布資料を再び一読して理解を深めておくこと。

◆成績評価の方法◆

輪読の形で音楽書を講読していくので、積極的に講義に参加し、予習・復習に時間を掛けること。

講義の最終回に試験を行う。その他、随時課題を出す。出席状況と講義時の集中度も参考とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

伊地知鐡男編『増補改訂　仮名変体集』新典社、300円（税抜き）

◆参考図書◆

必要に応じて講義時に紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-208 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

MML418N

原書講読（英語）Ⅰ

早稲田　みな子

◆授業目標◆

音楽関係の基本的英単語や、音楽を描写・表現・説明する際の英語の言い回し等を学ぶ。いろいろな内容の文章に触れることで、語彙や表
現に関する知識を増やし、音楽に関する英文読解力を養う。

◆授業内容・計画◆

アメリカの大学等で音楽の教科書として使われている“The Enjoyment of Music”(Joseph Machlis ＆ Kristine Forney, 7th edition, shorter,
1995)を基本的な教材とし、様々なトピックの英文の訳に取り組む。

また、履修者が興味のあるＣＤやＤＶＤの英文解説や、英語の音楽雑誌記事等も教材として取り上げ、異なる筆者による様々な英文スタイル
に接する。

図書館で英語文献検索のワークショップを行う回を一度設け、履修者が自ら英語の文献や雑誌記事を検索・入手できるようにし、それぞれ
が興味のある英文を持ち寄り、それも教材として使用する。

適宜、関連鑑賞教材も取り上げる。実際の音を聞くことで、それについて書かれた英文そのものの理解を深めることを目指す。

１）イントロダクション
２）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「バロック音楽」など）
３）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「印象派」など）
４）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「アメリカ芸術音楽」など）
５）英語文献検索ワークショップ（図書館）
６）履修者が選択した英文の読解（雑誌記事など）
７）履修者が選択した英文の読解（ＣＤ解説など）
８）履修者が選択した英文の読解（音楽教科書の一部など）
９）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「モーツァルトと室内楽」など）
１０）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「ブルースとジャズ」など）
１１）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「チャイコフスキーとバレエ」など）
１２）履修者が選択した英文の読解（パンフレットなど）
１３）履修者が選択した英文の読解（プログラムなど）
１４）履修者が選択した英文の読解（楽譜解説など）
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

『音楽家の英語入門』（三ヶ尻正著、ショパン、2000年）、および　“The Enjoyment of Music”(Joseph Machlis ＆ Kristine Forney, 7th edition,
shorter, 1995)を図書館で手に取り、内容をざっと見ておく（必要な部分のコピーは授業時に配布します）。

◆成績評価の方法◆

割り当てられた部分を毎回しっかり予習しましょう。
また、割り当て以外の部分も授業後きちんと復習し、課題に取り組みましょう。

予習を含む授業への参加度と課題の提出により評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

“The Enjoyment of Music” (Joseph Machlis ＆ Kristine Forney, 7th edition, shorter, 1995)

◆参考図書◆

『音楽家の英語入門』（三ヶ尻正著、ショパン、2000年）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-302 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

原書講読（仏語）Ⅱ

友利　修

◆授業目標◆

音楽に関するフランス語テキストを深く理解しながら読む能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

フランス語の音楽用語についての基礎知識を勉強したあと、実際の音楽家のフランス語原文による文章を読んでいく。受講者の顔ぶれに
よっては、17・18世紀の文章もとりあげる予定である。
音楽用語の基本的な理解、音楽にかかわるいい回しの基礎を習得した上で、単なる訳読にとどまらず、個々の語彙や言い回しのもつニュア
ンス、文章の構造・論理展開についてのより深い解釈をめざすので、担当部分以外もきちんと読んで授業にのぞむこと。
前期開講のIとは別個に組み立てられた内容を持つものだが、できるだけIを受講したうえできちんとした音読のしかたを身につけ、音楽家の
文章が単に暗号解読すべき記号の集まりではなく自分に直接語りかけてくることばとなる「感じ」をつかんで読めるようになってほしい。

各回の内容

1. 授業の進め方。フランス語の知識の確認。
2. フランス語音楽用語の基礎知識 1/4
3. フランス語音楽用語の基礎知識 2/4
4. フランス語音楽用語の基礎知識 3/4
5. フランス語音楽用語の基礎知識 4/4
6. 音楽家の文章を読む 1/9 (教材に用いるテキストの選択)
7. 音楽家の文章を読む 2/9
8. 音楽家の文章を読む 3/9
9.  音楽家の文章を読む 4/9
10.  音楽家の文章を読む 5/9
11.  音楽家の文章を読む 6/9
12.  音楽家の文章を読む 7/9
13.  音楽家の文章を読む 8/9
14.  音楽家の文章を読む 9/9
15. まとめ、レポートの指示。

◆準備学習の内容◆

授業で指示する該当個所をあらかじめ読んでくること。

◆成績評価の方法◆

単位認定の要件としての出席状況は厳密に解釈する。

平常の授業への取り組みや参加態度と期末レポートの総合評価による。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

C. Abrmont et al. Guide de la théorie de la musique (Fayard, 2001)

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

MML422N

原書講読（日本語）Ⅱ

吉野　雪子

◆授業目標◆

日本の近世(江戸時代)の音楽資料を、活字に翻刻されたものではなく、いわゆる｢くずし字(変体がな)｣で書かれた原資料で読む。まず長唄正
本(詞章集)をテキストに用い、基本的な文字の読み方が習得できる。同時にその曲の成立や資料の特色を検証し、CDなどで音楽を鑑賞す
る。次に「糸竹初心集」「大ぬさ」から三味線の伝来についての諸説を読みとる。後半は浄瑠璃本｢曽根崎心中｣(近松門左衛門作)を読む。

◆授業内容・計画◆

1.ガイダンス
2.日本音楽の概説/くずし字に慣れる(1)
3.くずし字に慣れる(2)
4.長唄正本を読む(1) ｢岸の柳｣｢松の緑｣
5.長唄正本を読む(2) ｢吾妻八景｣｢秋色種｣
6.長唄正本を読む(3) ｢京鹿子娘道成寺｣①（前半 鞠唄まで）
7.長唄正本を読む(4) ｢京鹿子娘道成寺｣②（後半 花笠踊から最後まで）
8.長唄正本を読む(5) ｢猿回し｣
9.長唄正本を読む(6) ｢汐汲｣
10.三味線伝来に関する資料を読む① ｢糸竹初心集｣
11.三味線伝来に関する資料を読む②｢大ぬさ｣
12.浄瑠璃本を読む(1) ｢曽根崎心中｣①(作品の概要)
13.浄瑠璃本を読む(2) ｢曽根崎心中｣②(天満屋の場)
14.浄瑠璃本を読む(3) ｢曽根崎心中｣③(お初・徳兵衛道行)
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

輪読の形で授業をすすめるので、必ず予習・復習をすること。

◆成績評価の方法◆

授業には積極的に参加すること。

期末試験。随時、課題の提出を課す。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は特になし。授業内で適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

『増補改訂 仮名変体集』伊地知鐵男編（新典社）
『和本のすすめ -江戸を読み解くために-』中野三敏著(岩波新書)

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

MML423N

原書講読（英語）Ⅱ

早稲田　みな子

◆授業目標◆

音楽関係の基本的英単語や、音楽を描写・表現・説明する際の英語の言い回し等を学ぶ。いろいろな内容の文章に触れることで、語彙や表
現に関する知識を増やし、音楽に関する英文読解力を養う。

◆授業内容・計画◆

アメリカの大学等で音楽の教科書として使われている“The Enjoyment of Music”(Joseph Machlis ＆ Kristine Forney, 7th edition, shorter,
1995)を基本的な教材とし、様々なトピックの英文の訳に取り組む。

また、履修者が興味のあるＣＤやＤＶＤの英文解説や、英語の音楽雑誌記事等も教材として取り上げ、異なる筆者による様々な英文スタイル
に接する。

図書館で英語文献検索のワークショップを行う回を一度設け、履修者が自ら英語の文献や雑誌記事を検索・入手できるようにし、それぞれ
が興味のある英文を持ち寄り、それも教材として使用する。

適宜、関連鑑賞教材も取り上げる。実際の音を聞くことで、それについて書かれた英文そのものの理解を深めることを目指す。

注）扱う教材は前期・後期で異なります。

１）イントロダクション
２）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「バロック音楽」など）
３）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「印象派」など）
４）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「アメリカ芸術音楽」など）
５）英語文献検索ワークショップ（図書館）
６）履修者が選択した英文の読解（雑誌記事など）
７）履修者が選択した英文の読解（ＣＤ解説など）
８）履修者が選択した英文の読解（音楽教科書の一部など）
９）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「モーツァルトと室内楽」など）
１０）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「ブルースとジャズ」など）
１１）教科書教材の読解（履修者が選んだセクション、例）「チャイコフスキーとバレエ」など）
１２）履修者が選択した英文の読解（パンフレットなど）
１３）履修者が選択した英文の読解（プログラムなど）
１４）履修者が選択した英文の読解（楽譜解説など）
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

『音楽家の英語入門』（三ヶ尻正著、ショパン、2000年）、および　“The Enjoyment of Music” (Joseph Machlis ＆ Kristine Forney, 7th edition,
shorter, 1995)を図書館で手に取り、内容をざっと見ておく（必要な部分のコピーは授業時に配布します）。

◆成績評価の方法◆

予習を含む授業への参加度、課題の提出により評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

“The Enjoyment of Music” (Joseph Machlis ＆ Kristine Forney, 7th edition, shorter, 1995)

◆参考図書◆

『音楽家の英語入門』（三ヶ尻正著、ショパン、2000年）

◆留意事項◆



割り当てられた部分を毎回しっかり予習しましょう。
また、割り当て以外の部分も授業後きちんと復習し、課題に取り組みましょう。



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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

音楽学研究講義（西洋音楽Ａ）

岡田　安樹浩

◆授業目標◆

ワーグナーのオペラ（楽劇）の管弦楽法とその歴史的意味を理解する。

◆授業内容・計画◆

ワーグナーの管弦楽法が、世紀転換期の作曲家たち（マーラー、シュトラウス、シェーンベルク、ドビュッシー等々）に多大な影響を与えたこと
はよく知られている。しかし、そもそもワーグナーの管弦楽法とは一体どのようなものなのだろうか？そこに迫るためには、彼のオペラ（楽劇）
創作の理念を理解するとともに、実際にスコアの分析を行なうしかない。この授業では、ワーグナーの《ニーベルングの指環》を主な対象とし
て、その管弦楽法の分析を行なう。
第1回：ガイダンス
第2回：管弦楽法（オーケストレーション）とは何か？
第3回：オペラの作曲法概観
第4回：ドイツ・ロマン的オペラの管弦楽法〜ウェーバーからワーグナーへ
第5回：《ローエングリン》１〜概説
第6回：《ローエングリン》2〜管弦楽法の分析
第7回：《ニーベルングの指環》１〜概説
第8回：《ニーベルングの指環》2〜《ラインの黄金》
第9回：《ニーベルングの指環》3〜《ワルキューレ》
第10回：《ニーベルングの指環》4〜《ジークフリート》第１幕・第2幕
第11回：《ニーベルングの指環》5〜《ジークフリート》第3幕
第12回：《ニーベルングの指環》6〜《神々の黄昏》
第13回：《ニーベルングの指環》7〜全体の総括
第14回：後世への影響
第15回：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

対象作品のあらすじをチェックしておくこと

◆成績評価の方法◆

レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

購入を強制するものではないが、スコアを準備することが望ましい

◆参考図書◆

授業内で適宜指示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

音楽学研究講義（音楽文化Ａ）

横井　雅子

◆授業目標◆

世界で行われている音楽・芸能を通して、社会との関わりやその理論を考察とディスカッション、プレゼンテーションを通して理解できる。

◆授業内容・計画◆

授業担当者によるテーマ提示と受講者による考察、ディスカッションを通して問題意識を深め、プレゼンテーションによって具体的な事例を各
自が理解する。

各回の内容は以下のとおり。

第１回：導入
第２回：世界の音楽はどう学ぶのか。その方法を知る
第３回：世界の音楽と社会との関わり①考察
第４回：世界の音楽と社会との関わり②ディスカッション
第５回：世界の音楽と社会との関わり プレゼンテーション
第６回：世界の音楽の中の楽師たち①考察
第７回：世界の音楽の中の楽師たち②ディスカッション
第８回：世界の音楽の中の楽師たち プレゼンテーション
第９回：世界の音楽の理論①考察
第10回：世界の音楽の理論②ディスカッション
第11回：世界の音楽の理論 プレゼンテーション
第12回：現代における世界の音楽の変化①考察
第13回：現代における世界の音楽の変化②ディスカッション
第14回：現代における世界の音楽の変化 プレゼンテーション
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業担当者によって提示されたテーマに即したディスカッションとプレゼンテーションのための予備学習は必須。とりわけディスカッションに
よってテーマに対する認識を深められるので、積極的な参加を促したい。

◆成績評価の方法◆

担当教員から提示されるテーマをなるべく自分の関心領域と結びつけ、自身の学びを深めることを勧めたい。

ディスカッションとそれに続くプレゼンテーションの内容によって評価する（40パーセント）。
予備学習の様子とその内容によって評価する（20パーセント）。
プレゼンテーションとは別に学期末に課すレポートによって評価する（40パーセント）。

◆教科書（使用テキスト）◆

一つのテキストは指定せず、テーマごとに配布する。

◆参考図書◆

徳丸吉彦他編『事典　世界音楽の本』（岩波書店、2007年）
白石美雪、横井雅子、宮澤淳一『音楽論』（武蔵野美術大学出版局、2016年）
細川周平編著『民謡からみた世界音楽』（ミネルヴァ書房、2012年）
ホブズボウム他編『創られた伝統』（紀伊國屋書店、1992年）
徳丸吉彦『音楽とはなにか　理論と現場の間から』（岩波書店、2008年）
渡部裕『サウンドとメディアの文化資源学　境界線上の音楽』（春秋社、2013年）
そのほか、適宜指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

音楽学研究講義（音楽文化Ｂ）

宮入　恭平

◆授業目標◆

ポピュラー音楽に焦点を当て、日本および海外の社会、経済、政治や文化とのかかわりについて、ディスカッションとプレゼンテーションをと
おして理解することができる。

◆授業内容・計画◆

1. イントロダクション
2. ポピュラー音楽とは何か？
3. ポピュラー音楽と社会①　音楽と社会の関係
4. ポピュラー音楽と社会②　音楽とメディア
5. ポピュラー音楽と社会　プレゼンテーション①
6. ポピュラー音楽と経済①　文化産業がつくりだすポピュラー音楽
7. ポピュラー音楽と経済②　商品として消費されるポピュラー音楽
8. ポピュラー音楽と経済　プレゼンテーション②
9. ポピュラー音楽と文化①　文化としてのポピュラー音楽の役割
10. ポピュラー音楽と文化②　ポピュラー音楽とアイデンティティ
11. ポピュラー音楽と文化　プレゼンテーション③
12. ポピュラー音楽と政治①　欧米文化の脱色化
13. ポピュラー音楽と政治②　ポスト3.11のポピュラー音楽
14. ポピュラー音楽と政治　プレゼンテーション④
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

事前に教科書『ライブシーンよ、どこへいく』を読んでおいてください。

◆成績評価の方法◆

・「授業内容・計画」および「成績評価の方法」の詳細は、第1回目の授業で説明します。
・プレゼンテーションおよびレポートは授業内容に準じて出題するので、授業への毎回出席が前提となります。
・授業欠席によって生じた状況（プレゼンテーションの未発表など）への救済措置は一切おこないません。

プレゼンテーション（授業中に2～3回）と課題レポート（最後の授業で提出）から評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ライブシーンよ、どこへいく』宮入恭平・佐藤生実著（青弓社）

◆参考図書◆

『ライブハウス文化論』宮入恭平著（青弓社）
『ライブシーンよ、どこへいく』宮入恭平・佐藤生実著（青弓社）
『発表会文化論』宮入恭平編著（青弓社）
『「文化系」学生のレポート・卒論術』渡辺潤・宮入恭平編著（青弓社）
『地下鉄のミュージシャン』スージー・J・タネンバウム著、宮入恭平訳（朝日新聞出版）
その他、授業中に紹介します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 3-302 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

音楽学研究講義（日本音楽Ａ）

根岸　正海

◆授業目標◆

本講座では日本の伝統音楽、とくに三味線音楽の資料と研究方法について学ぶことを目的とする。

◆授業内容・計画◆

本講座は「講義」ではあるが実際に資料を読むなど「演習」的要素を含む。
各回の授業内容は下記のとおり予定しているが、受講生の人数、予備知識の有無により若干の変更がある場合がある。

第１回  音楽と歴史について考える
第２回　日本音楽史概論
第３回　研究の方向と資料
第４回　江戸時代の芸能
第５回　三味線音楽研究資料（１）活字本
第６回　三味線音楽研究資料（２）音曲正本
第７回　三味線音楽研究資料（３）芝居関係資料
第８回　歴史と芸能（１）「勧進帳」
第９回　舞踊劇「勧進帳」（１）江戸歌舞伎としての演出
第10回　舞踊劇「勧進帳」（２）長唄と舞踊
第11回　歴史と芸能（２）「忠臣蔵」
第12回　義太夫狂言「忠臣蔵」（１）操り芝居の構成
第13回　義太夫狂言「忠臣蔵」（２）メディアとしての芸能
第14回　フィールドワーク
第15回　まとめ－研究するということ

◆準備学習の内容◆

学期中３回に１度の割合で、課題を出す。授業の予習として図書館で１時間以内に終わる程度の調べものと、授業で学んだことを基に自宅
で３０分ほど取り組んでもらう課題の２種を予定している。

◆成績評価の方法◆

学期中に何回か小レポートを課す。評価に含まれるので必ず提出するように。

平常点、小レポートで合計40％、試験（またはレポート）60％で総合的に判断する。出席は毎回とるが、出席は当たり前のことなので出席回
数が成績に反映されることはない。

◆教科書（使用テキスト）◆

資料のコピーを授業内に適宜配布する。

◆参考図書◆

授業内に指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

CEL440N

楽器製作・音響講義Ⅲ

丸井　淳史

◆授業目標◆

楽器製作・音響講義I～IVをとおして、音響学の基礎と応用を幅広く学びます。IIIでは主に音のデジタル化と信号処理を中心とした理論につい
て学びます。内容の詳細については、他の授業との関連や受講者の関心に応じて適宜選択します。

◆授業内容・計画◆

楽器製作・音響講義IIIでは、音のデジタル化とオーディオ信号処理について学びます。

第1回　ガイダンス
第2回　デジタルコンピュータの仕組みと二進数
第3回　整数と実数の表現
第4回　音のデジタル化（１）標本化と量子化
第5回　音のデジタル化（２）デジタル化による音の歪み
第6回　音のデジタル化（３）聴覚符号化
第7回　オーディオ・ファイル・フォーマット
第8回　インパルス応答と畳み込み演算
第9回　デジタルフィルタの分類（線形性、時変性）
第10回　フーリエ変換
第11回　エフェクタ（１）ディレイ、リバーブ
第12回　エフェクタ（２）ビブラート、コーラス、フランジャー
第13回　エフェクタ（３）ディストーション、オーバードライブ
第14回　エフェクタ（４）コンプレッサー、リミッター
第15回　まとめと評価

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

特になし。

授業内試験、レポート等提出物、授業への貢献などをもとに総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料を配付します。

◆参考図書◆

「音響学入門」（コロナ社）
「音と人間」（コロナ社）
「音色の感性学」（コロナ社）
「空間音響学」（コロナ社）
「音楽はなぜ心に響くのか」（コロナ社）
「コンサートホールの科学」（コロナ社）
「ピアノの音響学」（コロナ社）
「サラウンド入門」（東京藝術大学出版会）
「音響技術史」（東京藝術大学出版会）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

CEL441N

楽器製作・音響講義Ⅳ

丸井　淳史

◆授業目標◆

楽器製作・音響講義I～IVをとおして、音響学の基礎と応用を幅広く学びます。IVでは主に音響技術が可能にした様々な応用事例とそれらを
評価する方法について学びます。内容の詳細については、他の授業との関連や受講者の関心に応じて適宜選択します。

◆授業内容・計画◆

楽器製作・音響講義IVでは、音響技術の応用事例と評価方法について学びます。

第1回　ガイダンス
第2回　立体音響（１）スピーカを用いた立体音響技術
第3回　立体音響（２）頭部伝達関数とヘッドホン試聴
第4回　音響技術の評価（ITU-R BS.1116とITU-R BS.1534）
第5回　録音作品の音圧競争と音の大きさの評価（ITU-R BS.1770）
第6回　演奏空間の評価（ISO 3382-1）
第7回　音の心理評価（１）評価の必要性と準備
第8回　音の心理評価（２）ABX法と二項検定
第9回　音の心理評価（３）評価語の選び方
第10回　音の心理評価（４）尺度評価とt検定
第11回　可視化と可聴化（１）音の可視化（ビジュアリゼーション）
第12回　可視化と可聴化（２）サイン音
第13回　可視化と可聴化（３）情報の可聴化（オーディフィケーション）
第14回　音楽と感情、BGM
第15回　まとめと評価

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

特になし。

授業内試験、レポート等提出物、授業への貢献などをもとに総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料を配付します。

◆参考図書◆

「音響学入門」（コロナ社）
「音と人間」（コロナ社）
「音色の感性学」（コロナ社）
「空間音響学」（コロナ社）
「音楽はなぜ心に響くのか」（コロナ社）
「コンサートホールの科学」（コロナ社）
「ピアノの音響学」（コロナ社）
「サラウンド入門」（東京藝術大学出版会）
「音響技術史」（東京藝術大学出版会）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-32 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 1単位

備考

CEL446N

学校教育専門演習Ａ

山本　幸正

◆授業目標◆

教員採用選考対策のための初見視唱・視奏、伴奏付け、弾き歌いの基礎的な知識・技能を身に付け、工夫しながら専門実技を計画的に勉
強することができる。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション、勉強方法
第２回  初見視奏・視唱の演習①　予見の仕方
第３回  初見視奏・視唱の演習②　運指とペダルの技術
第４回  初見視奏・視唱の演習③　過去問の分析と練習方法
第５回  初見視奏・視唱の演習④　試験
第６回  伴奏付けの技術①　主旋律とバス音
第７回  伴奏付けの技術②　右手重音の技法
第８回  伴奏付けの技術③　フィラーを伴う即効的編曲
第９回  伴奏付けの技術④　試験
第10回  弾き歌いの演習①　「赤とんぼ」「夏の思い出」
第11回  弾き歌いの演習②　「花」「浜辺の歌」
第12回  弾き歌いの演習③　「荒城の月」「早春賦」
第13回  弾き歌いの演習④　「花の街」
第14回  弾き歌いの演習⑤　試験
第15回  講義内容のまとめ

◆準備学習の内容◆

①中学校、高等学校の歌唱教材の代表的なものの伴奏ができるよう、常日頃練習しておくこと。
②スケール及びカデンツの全調を暗譜で弾けるように練習しておくこと。
③「コンコーネ」50番の弾き歌いを練習しておくこと。
④コールユーブンゲンで、跳躍音程及び臨時記号のあるものを練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

１　随時LiveCampusの「教員連絡」に注意を払い、@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこ
と。
２　教員採用選考を受験する予定であること。学校教育専門演習Ａ、Ｂ、Ｃのどの科目から履修しても構わないが、２年間で３科目とも受講す
ることが望ましい。

初見視奏・視唱の試験、伴奏付けの試験、弾き歌いの試験、授業への参加姿勢、まとめのレポートにより、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『中学校の音楽科教科書』平成28年度版（２社、計８冊）

◆参考図書◆

『新総合音楽講座６　伴奏づけ』（竹内剛、ヤマハ音楽振興会）
『新総合音楽講座５　コード進行法』（岩間稔、ヤマハ音楽振興会）
『ピアノの先生のためのアクティブトレーニング コードネームを弾きこなそう BOOK1 晴れて入門編』『同BOOK2 いよいよ充実編』『同BOOK3
鼻高々編』（春畑セロリ、ヤマハミュージックメディア）
『脳を活かす勉強法』茂木健一郎（PHP)
『上達の法則』岡本浩一（PHP新書）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 1単位

備考

CEL447N

学校教育専門演習Ｂ

酒井　美恵子

◆授業目標◆

学校教育における教材や音楽科教育に必要な音楽史及び楽典等の理解を深め、教育論文の書き方を身に付けるとともに、学習指導要領
に基づいた授業力の向上を図る。

◆授業内容・計画◆

第 1回　ガイダンス
第 2回　学習指導要領、観点別学習状況の評価
第 3回　基本的な楽典、コードネーム、ギター等
第 4回　移調楽器
第 5回　教育論文の書き方①（基本編）
第 6回　リコーダー、ドラム等
第 7回　教育論文の書き方②（自分らしさを出す論文）
第 8回　西洋音楽史
第 9回　教育論文の書き方③（1本仕上げてみる）
第10回　教材曲の作曲、編曲
第11回　指導計画の作成①（一部を記入するタイプ）
第12回　指導計画の作成②（流れを作成するタイプ）
第13回　音楽教育史
第14回　学校教育専門演習Ｂのまとめ
第15回　今後の課題

※毎回異なる楽曲を聴いて時代、特徴、作曲者等を答える取り組みを行う。（ただし、第５，７，９回では行わない。）

◆準備学習の内容◆

・第１～第13回において、各自つかんだ課題の解決を図るよう自主学習に取り組み、第14回及び第15回のまとめと今後の課題に生かす。
・日常的に多様な音楽を聴く習慣を付ける。

◆成績評価の方法◆

・学校教育コース以外で希望する学生は、教員採用選考を受験する予定であること。学校教育専門演習Ａ、Ｂ、Ｃのどの科目から履修しても
構わないが、２年間で３科目とも受講することが望ましい。

授業中の学習状況、提出物、試験等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『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28年度以降使用教科書（２社、計８冊）

◆参考図書◆

随時紹介するが、本授業における図書館の推薦図書を必要に応じて活用するとよい。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

CEL448N

学校教育専門演習Ｃ

酒井　美恵子

◆授業目標◆

学校の教員として求められている日本の音楽と世界の諸民族の音楽についての理解を深め、それらの音楽を生かした学習指導の展開を研
究・工夫する力を付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　日本の音楽①（雅楽、声明）
第３回　日本の音楽②（能楽、琵琶楽）
第４回　日本の音楽③（三味線音楽）
第５回　日本の音楽④（尺八音楽、箏曲）
第６回　日本の音楽⑤（伝統芸能、民謡）
第７回　日本の音楽の教材化による模擬授業
第８回　世界の諸民族の音楽①（アジア①教芸準拠）
第９回　世界の諸民族の音楽②（アジア②教出準拠）
第10回　世界の諸民族の音楽③（アフリカ）
第11回　世界の諸民族の音楽④（南米）
第12回　世界の諸民族の音楽⑤（ヨーロッパ）
第13回　世界の諸民族の音楽の教材化による模擬授業
第14回　学校教育専門演習Ｃのまとめ
第15回　今後の課題

◆準備学習の内容◆

・第１～第13回において、各自つかんだ課題の解決を図るよう自主学習に取り組み、第14回及び第15回のまとめと今後の課題に生かす。
・多様な音楽や楽器をできるだけ多く知ったり聴いたりする。

◆成績評価の方法◆

・学校教育コース以外で希望する学生は、教員採用選考を受験する予定であること。学校教育専門演習Ａ、Ｂ、Ｃのどの科目から履修しても
構わないが、２年間で３科目とも受講することが望ましい。

授業中の学習状況、提出物、試験によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『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28年度以降使用教科書（２社、計８冊）

◆参考図書◆

随時紹介するが、本授業における図書館の推薦図書を必要に応じて活用するとよい。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 金１ 単位数 1単位

備考

CES031N

英語会話（初級）Ⅰ

ロン　美香

◆授業目標◆

海外旅行に必要な英会話力を養う

◆授業内容・計画◆

初級会話Iでは海外旅行をテーマにボキャブラリー・発音・アクセントなどに注意しながら基礎コミュニケーション能力を多角的に養ってゆきま
す。またペアワークやロールプレイを通して実践的な会話練習を行います。

Lesson 1: オリエンテーション
Lesson 2: U1 Airport
Lesson 3: U2 Plane
Lesson 4: U2-3 Arrival
Lesson 5: U3 Immigration
Lesson 6: U4 Hotel
Lesson 7: 中間スピーキング試験とまとめ
Lesson 8: U5 Getting information
Lesson 9: U5-6 Sightseeing
Lesson 10: U6 Restaurant
Lesson 11: U7 Theater
Lesson 12: U7と復習 Reservation
Lesson 13: 復習、ロールプレイ発表準備
Lesson 14:  ロールプレイ発表
Lesson 15: まとめ

◆準備学習の内容◆

事前に指定されたプリントなどがある場合はその予習をしてきてください。

◆成績評価の方法◆

Please bring an English-Japanese dictionary for each lesson.

中間・期末試験の結果（４０％）の他に、授業の積極的な参加（５０％）出席（１０％）を加味して総合評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

テキスト名：Enjoy Your Trip!
著者：Masumi Takeuchi, Nobumi Nakai, Chizu Sugawara
出版社：南雲堂

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

CES031N

英語会話（初級）Ⅰ

Ｊ．ギャラガー

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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 金１ 単位数 1単位

備考

CES032N

英語会話（初級）Ⅱ

ロン　美香

◆授業目標◆

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◆

初級会話IIでは引き続き海外旅行をテーマに語彙力や発音などに力を入れながら基礎コミュニケーション能力を多角的に養ってゆきます。ペ
アワークやロールプレイを通して実践的な会話練習を行います。

Lesson 1: U8 Food
Lesson 2: U8-9 Ordering & Shopping
Lesson 3: U9 Problem solving after shopping
Lesson 4: U10 Losing valuables
Lesson 5: U10-11Reporting to the police
Lesson 6: U11 Getting around
Lesson 7: まとめと評価
Lesson 8: U12 Renting a bike
Lesson 9: U12-13 Finding your way around
Lesson 10: U13 Asking for directions
Lesson 11: U14 Sickness
Lesson 12: U14 Visiting hospital
Lesson 13: ロールプレイ発表準備
Lesson 14: ロールプレイ発表
Lesson 15: 総復習

◆準備学習の内容◆

授業前に予習と復習を必ずしてくること

◆成績評価の方法◆

英語辞書を毎授業持参すること。参加人数や英語理解度によって上記の授業計画スケジュールは変更することがある。

平常の授業への取り組みとロールプレイなどで総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Enjoy Your Trip! (著者: Masumi Tanaka, Nobumi Nakai, Chizu Sugawara　出版社: 南雲堂)

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

CES032N

英語会話（初級）Ⅱ

Ｊ．ギャラガー

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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 金２ 単位数 1単位

備考

CES255N

英語会話（中級）Ⅰ

ロン　美香

◆授業目標◆

海外ドラマを通して英語文化と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アメリカの大ヒットドラマ "Modern Family"を通して英語圏の文化や新しい家族の形、年齢を超えた会話スタイル
を学ぶ。またオーバーラッピングやシャドーイングをしながら発音、イントネーション、リエゾンなどを身につけて行き、グループでドラマシーン
のロールプレイができるようセリフに慣れてゆく。

Week 1: Orientation
Week 2: U1  Pilot (1) Adoption
Week 3: U2 Pilot (2) Introducing Dylan
Week 4: U3  Run for your wife (1) Protecting Manny
Week 5: U4  Run for your wife (2) The poncho
Week 6: U5 The bicycle thief (1) A new bike
Week 7: U6 The bicycle thief (2) The stolen bike
Week 8: Content Review
Week 9: U7 Come fly with me (1) Costco shopping
Week 10: U8  Come fly with me (2) Incident with the Plane
Week 11: U 9  The incident (1) Dede
Week 12:U10  The incident (2) Wedding
Week 13: Content Review & Role-play prep
Week 14: Role-play presentation
Week 15: Wrap-up

◆準備学習の内容◆

自宅で授業内容の予習や復習を十分に行うこと。

◆成績評価の方法◆

英語辞書を毎授業持参すること。参加人数や英語理解度によって上記の授業計画スケジュールは変更することがある。

成績は平常の授業への取り組みとロールプレイによって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Modern Family: Meet America's Funniest Family (著者: Lloyd, Levitan, 角山, Capper　出版社: 松柏社)

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

CES255N

英語会話（中級）Ⅰ

Ｊ．ギャラガー

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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 金２ 単位数 1単位

備考

CES256N

英語会話（中級）Ⅱ

ロン　美香

◆授業目標◆

洋画を通して英語文化やコミュニケーションスキルを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

名門全寮制私立学校を舞台に繰り広げられる友情と学びがテーマであるアメリカ映画 "Dead Poets Society"を教材に使用し、英語圏の文
化や日常生活などについて認識を深める。一般的な英語のスピードに慣れ、聴解力と発話力の向上を目指す。

Lesson 1: Unit 1  A new semester
Lesson 2: Unit 2  Seize the day
Lesson 3: Unit 3  An invitation to poetry
Lesson 4: Unit 4  Free thinkers
Lesson 5: Unit 5  Dead Poets Society
Lesson 6: Unit 6  Your own voice
Lesson 7: Unit 7  Poetry class
Lesson 8: Unit 8 Conformity vs. individuality
Lesson 9: Unit 9   Time for action
Lesson 10: Unit 10  Father and son
Lesson 11:Unit 11    A midsummer night's dream
Lesson 12: Unit 12  The end of the society
Lesoon 13:Unit 13   Betrayal
Lesson 14: Unit 14   Oh, Captain! My Captain!
Lesson 15: Wrap up

◆準備学習の内容◆

 授業前の予習・復習を必ずしてくること。

◆成績評価の方法◆

英語辞書を毎授業持参すること。参加人数や英語理解度によって上記の授業計画スケジュールは変更することがある。

平常の授業への取り組みとReflectionにより総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Dead Poets Society (著者: Tanaka, Honda, Yamamoto, Roulette, Nakagaki　出版社s: Tsunami Shoten)

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

CES256N

英語会話（中級）Ⅱ

Ｊ．ギャラガー

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

英語文化Ａ

永田　美喜子

◆授業目標◆

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１〜５のおさらい
８  ユニット６
９  ユニット７
10  ユニット８
11  ユニット９
12  ユニット10
13  ユニット６〜10のおさらい
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◆

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）◆

Power-Up English <Intermediate> （南雲堂）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

英語文化Ａ

中西　千春

◆授業目標◆

・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◆

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◆



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

英語文化Ａ

林　千代

◆授業目標◆

自主的な英語学習と授業内でのコミュニケーション活動を通して、グローバル時代にふさわしい英語力を身につける

◆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。
・積極的に英検やTOEICを受けましょう。
②授業内活動
・英語の歌やTED Talks を教材として用い、発音、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, Weekly Journal, Q＆A  Speaker A
Week 3: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker B
Week 4: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker C
Week 5: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker D
Week 6: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker E
Week 7: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker F
Week 8: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker G
Week 9: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker H
Week 10: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker I
Week 11: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker J
Week 12: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker K
Week 13: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker L
Week 14: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker M
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◆

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◆



英語の辞書を毎回持参すること。



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 2-23 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

英語文化Ａ

内野　泰子

◆授業目標◆

TOEICテストは現在非常に多くの企業や団体などで新入社員採用時の英語力判定テストとして用いられています。みなさんも今後の就活や
様々な活動の中でこのテストを受ける必要が出てくる可能性が高いでしょう。このクラスではそのための準備ができるよう練習問題を通じて
主にリスニングとリーディングのスキルを向上させることを目指します。また、TOEICに頻出する様々なトピックに関する背景知識や語彙につ
いても学習し英語文化についての理解も深めます。基本的な英文法の復習も随時していきましょう。

◆授業内容・計画◆

現行のTOEICテストは7つのパート（リスニング--写真描写問題、応答問題、会話問題、説明文問題、リーディング--短文穴埋め問題、長文
穴埋め問題、読解問題）から構成されています。TOEICテストに頻出するトピックを中心にこれら7つのパートの練習問題を盛り込んだ教科書
を中心に学習を進めていきます。

教科書以外にも補助プリントを使い、TOEICテストに慣れるとともに、リスニング、リーディングの基礎力アップのための演習を進めます。単語
テストやミニテストも適宜行います。授業各回のトピックは以下の通りです。

(1) はじめに---TOEICテストとは？
(2)　海外旅行
(3)　海外旅行・交通機関
(4)  観光
(5)  ホテル
(6) レストラン
(7) 食品・食事
(8) スポーツ・エンタメ
(9) ショッピング
(10) ファッション
(11) 文化・学校
(12) オフィスでのコミュニケーション
(13) オフィスでの会議
(14) その他
(15) まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業内で指示した宿題等がある場合には必ずきちんと行い次の授業にのぞんで下さい。

◆成績評価の方法◆

平常点（授業参加、授業内での単語テストやミニテストなど）50%
期末テスト 50%

◆教科書（使用テキスト）◆

Stepping Stones for the TOEIC test (TOEICテスト　着実にスコアーアップ）,
Mitsutomi, Ikeda, Inadomi, Daniels, Yue, Asahi Press

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

英語文化Ｂ

永田　美喜子

◆授業目標◆

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 英語文化Aの振り返りと後期の進め方について
２  ユニット11
３  ユニット12
４  ユニット13
５  ユニット14
６  ユニット15
７  ユニット11〜15のおさらい
８  ユニット16
９  ユニット17
10  ユニット18
11  ユニット19
12  ユニット20
13  ユニット16〜20のおさらい
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◆

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）◆

Power-Up English <Intermediate> （南雲堂）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

英語文化Ｂ

中西　千春

◆授業目標◆

・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やFacebook上のトム・ハンクス記事を読む
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  要約，映画評を読み，書く
第8週  トムハンクスの伝記，自伝を読み，語彙・表現学習
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◆

50% 授業内の課題
50% プレゼンテーション

◆教科書（使用テキスト）◆

配布プリント

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

英語文化Ｂ

林　千代

◆授業目標◆

自主的な英語学習と授業内でのコミュニケーション活動を通して、グローバル時代にふさわしい英語力を身につける

◆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。
・積極的に英検やTOEICを受けましょう。
②授業内活動
・英語の歌やTED Talks を教材として用い、発音、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, Weekly Journal, Q＆A  Speaker A
Week 3: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker B
Week 4: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker C
Week 5: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker D
Week 6: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker E
Week 7: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker F
Week 8: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker G
Week 9: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker H
Week 10: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker I
Week 11: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker J
Week 12: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker K
Week 13: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker L
Week 14: TED  Talk, Weekly Journal, Q＆A  Speaker M
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◆

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◆



英語の辞書を毎回持参すること。



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 2-23 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

英語文化Ｂ

内野　泰子

◆授業目標◆

TOEICテストは現在非常に多くの企業や団体などで新入社員採用時の英語力判定テストとして用いられています。みなさんも今後の就活や
様々な活動の中でこのテストを受ける必要が出てくる可能性が高いでしょう。このクラスではそのための準備ができるよう練習問題を通じて
主にリスニングとリーディングのスキルを向上させることを目指します。また、TOEICに頻出する様々なトピックに関する背景知識や語彙につ
いても学習し英語文化についての理解も深めます。基本的な英文法の復習も随時していきましょう。

◆授業内容・計画◆

現行のTOEICテストは7つのパート（リスニング--写真描写問題、応答問題、会話問題、説明文問題、リーディング--短文穴埋め問題、長文
穴埋め問題、読解問題）から構成されています。TOEICテストに頻出するトピックを中心にこれら7つのパートの練習問題を盛り込んだ教科書
を中心に学習を進めていきます。

教科書以外にも補助プリントを使い、TOEICテストに慣れるとともに、リスニング、リーディングの基礎力アップのための演習を進めます。単語
テストやミニテストも適宜行います。授業各回のトピックは以下の通りです。

(1) はじめに---TOEICテストについての解説
(2)　オフィスへの通勤や学校への通学
(3)　様々な交通機関
(4)  家族
(5)  家庭生活
(6)  インターネット
(7) 　SNS、パソコン
(8)　オフィスでのコミュニケーション
(9)　プレゼンテーション
(10) 就活
(11) 英語での面接
(12) 銀行などでのコミュニケーション
(13) パーティーの招待メール
(14) お礼などの社交メール
(15) まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業内で指示した宿題等がある場合には必ずきちんと行い次の授業にのぞんで下さい。

◆成績評価の方法◆

平常点（授業参加、授業内での単語テストやミニテストなど）50%
期末テスト 50%

◆教科書（使用テキスト）◆

Stepping Stones for the TOEIC test (TOEICテスト　着実にスコアーアップ）,
Mitsutomi, Ikeda, Inadomi, Daniels, Yue, Asahi Press

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

総合独語Ⅰ

伊藤　直子

◆授業目標◆

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。具体的には基礎的な文法事項の把握とともに、簡単な対話の
実現、平易なテキストの理解を目指します。

◆授業内容・計画◆

教科書は主人公の日本人留学生が様々な場面でネイティヴと交す平易な対話文とパートナー練習、文法の解説・練習問題、作文、聞き取
り、ドイツ語圏の諸事情に関するコラムなどから構成され、ドイツ語の基礎力を総合的に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、疑問文
第4回　 発音の規則(3)　第1課(3)－自己紹介
第5回　 第2課(1)－haben、語順
第6回　 第2課(2)－名詞の性と格
第7回　 第3課(1)－定冠詞と名詞の格変化
第8回　 第3課(2)－格変化（続き）、複数形
第9回　 第4課(1)－不定冠詞と不定冠詞類
第10回　第4課(2)－不定冠詞類（続き）
第11回　第5課(1)－不規則動詞
第12回　第5課(2)－不規則動詞（続き）、人を表す疑問代名詞
第13回　第6課(1)－人称代名詞
第14回　第6課(2)－非人称のes
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◆

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）◆

『イン・ドイチュラントードイツ語インフォメーション　映像付－』秋田静男他著（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◆



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

総合独語Ⅰ

岩井　智子

◆授業目標◆

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◆

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・エルエー」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◆



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

総合独語Ⅰ

中村　仁

◆授業目標◆

ドイツ語習得の基礎となる初級文法の解説および問題演習を行います。学習した文法事項を「読む・書く・聴く・話す」に応用できるようになる
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　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（格変化の意味）
第10回　定冠詞・不定冠詞と名詞の格変化２（格変化の種類）
第11回　定冠詞・不定冠詞と名詞の格変化３（格変化の用法）
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◆

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。

課題＋試験

◆教科書（使用テキスト）◆

『怖くはないぞドイツ文法』　春日正男・松澤淳　朝日出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

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

総合独語Ⅰ

長谷川　悦朗

◆授業目標◆

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。

◆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　動詞の現在人称変化①
第４回　自己紹介での表現
第５回　語順と名詞の性
第６回　家庭朝食での表現
第７回　定冠詞と複数形
第８回　買い物での表現
第９回　不定冠詞
第10回　カフェでの表現
第11回　動詞の現在人称変化②
第12回　電話での表現
第13回　人称代名詞
第14回　レストランでの表現
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。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◆

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、学期末筆記試験の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

秋田静男他8人『イン・ドイチュラント　―ドイツ語インフォメーション映像付』（朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞書（必要性を含めて初回授業で指示します）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０５

講義室 2-23 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

総合独語Ⅰ

信國　萌

◆授業目標◆

ドイツ語の基礎文法のほぼ3分の１を身につけ、簡単なドイツ語の文が書けるようになることを目指します。また、文法知識を生かしてごく平
易なドイツ語を聞き取り、話し、読み解くことができるよう、総合的に学習します。

◆授業内容・計画◆

教科書は12課から成り、各課ともに会話文（聴解）、文法解説、練習問題（作文、対話）、短い読み物（読解）、ドイツ語圏の文化に関するコラ
ムから構成されています。授業では、重要な文法事項を押さえつつ、これらの要素を組み合わせて総合的に学習します。全15回の授業で、
教科書の前半6課を扱います。

第1回 　導入、アルファベートと発音の規則　/　注意すべき発音その1（母音）
第2回 　第1課その1　動詞の現在人称変化と定動詞の位置　/　注意すべき発音その2（子音1）
第3回 　第1課その2　不規則動詞seinと疑問詞　/　注意すべき発音その3（子音2）
第4回 　第2課その1　名詞の性と格、定冠詞　/　第1課の小テスト
第5回 　第2課その2　不定冠詞と不規則動詞haben　/　注意すべき発音その4（子音3）
第6回 　第3課その1　名詞の複数形　/　第2課の小テスト
第7回 　第3課その2　男性弱変化名詞　/　挨拶表現
第8回 　第4課その1　不規則動詞の現在人称変化と命令形　/　第3課の小テスト
第9回 　第4課その2　人称代名詞の3・4格と不規則動詞werden　/　基数詞0-12
第10回　第5課その1　2～4格支配の前置詞　/　第4課の小テスト
第11回　第5課その2　3・4格支配の前置詞　/　基数詞13-20
第12回　第6課その1　定冠詞類　/　第5課の小テスト
第13回　第6課その2　不定冠詞類　/　基数詞21-100
第14回　期末試験とまとめ
第15回　1-6課読解演習

◆準備学習の内容◆

予習よりも復習を重視します。宿題や小テストの準備を通じて、毎回既習事項を復習してから授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

初級文法を学ぶ段階では、毎回の授業で新しい文法事項と出会います。授業には極力出席し、ひとつひとつをしっかりと覚えていきましょう。

小テストおよび期末試験の結果から総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ぼくらの未来 ―映像と会話で学ぶ初級ドイツ語― Hallo, Benni!』荻野蔵平/Andrea Raab/石井寿子著（朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞典必須。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

総合独語Ⅱ

伊藤　直子

◆授業目標◆

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、基礎的な文法事項
の把握とともに、簡単な対話の実現、平易なテキストの理解を目指します。

◆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把握、口頭・作文練習、聞き取り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7課(1)－前置詞
第2回　 第7課(2)－前置詞（続き）
第3回　 第8課(1)－話法の助動詞
第4回　 第8課(2)－話法の助動詞（続き）
第5回　 第9課(1)－分離動詞
第6回　 第9課(2)－分離動詞（続き）
第7回　 第9課(3)－命令形、時刻表現
第8回　 第10課(1)－形容詞の格変化
第9回　 第10課(2)－再帰動詞
第10回　第10課(3)－再帰動詞（続き）
第11回　第11課(1)－副文、動詞の三基本形
第12回　第11課(2)－過去形
第13回　第12課(1)－現在完了形
第14回　第12課(2)－現在完了形（続き）
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◆

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）◆

『イン・ドイチュラント－ドイツ語インフォメーション　映像付－』秋田静男他著（朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞典を携行のこと。

◆留意事項◆



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

総合独語Ⅱ

岩井　智子

◆授業目標◆

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
2)　6課　話法の助動詞
3)　6課　副文
4)　5／6課　読んでみよう
5)　7課　形容詞
6)　7課  比較
7)　まとめと小テスト
8)  8課  動詞の3基本形
9)  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◆

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・エルエー」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◆



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

総合独語Ⅱ

中村　仁

◆授業目標◆

ドイツ語習得の基礎となる初級文法の解説および問題演習を行います。学習した文法事項を「読む・書く・聴く・話す」に応用できるようになる
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。前期開講科目「総合独語Ⅰ（クラス03）」の続きです。

第01回　前置詞１（2格/3格/4格支配）
第02回　前置詞２（3・4格支配）
第03回　前置詞３（融合形・熟語）
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◆

課題＋試験

◆教科書（使用テキスト）◆

『怖くはないぞドイツ文法』　春日正男・松澤淳　朝日出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

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

総合独語Ⅱ

長谷川　悦朗

◆授業目標◆

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。

◆授業内容・計画◆

第１回　導入
第２回　前置詞
第３回　ハイキングでの表現
第４回　話法の助動詞
第５回　街歩きでの表現
第６回　分離動詞
第７回　旅行出発前の表現
第８回　形容詞
第９回　再帰用法
第10回　サッカー観戦での表現
第11回　動詞の三基本形
第12回　音楽についての表現
第13回　現在完了形
第14回　旅行報告についての表現
第15回　学期末筆記試験と総括

◆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。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◆

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、学期末筆記試験の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

秋田静男他8人『イン・ドイチュラント　―ドイツ語インフォメーション映像付』（朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞書（必要性を含めて初回授業で指示します）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０５

講義室 2-23 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

総合独語Ⅱ

信國　萌

◆授業目標◆

ドイツ語の基礎文法のほぼ3分の2を身につけ、ドイツ語で短い文章が書けるようになることを目指します。また、文法知識を生かして簡単な
ドイツ語を聞き取り、話し、読み解くことができるよう、総合的に学習します。

◆授業内容・計画◆

教科書は12課から成り、各課ともに会話文（聴解）、文法解説、練習問題（作文、対話）、短い読み物（読解）、ドイツ語圏の文化に関するコラ
ムから構成されています。授業では、重要な文法事項を押さえつつ、これらの要素を組み合わせて総合的に学習します。全15回の授業で、
教科書の後半6課を扱います。

第1回 　前期の復習、否定のnichtとkein　/　発音の復習その1（母音）
第2回 　第7課その1　 分離動詞と非分離動詞　/　発音の復習その2（子音1）
第3回 　第7課その2　 従属接続詞と副文　/　発音の復習その3（子音2）
第4回 　第8課その1　 話法の助動詞　/　第7課の小テスト
第5回 　第8課その2　 未来形と枠構造　/　発音の復習その4（子音3）
第6回 　第9課その1　 動詞の三基本形　/　第8課の小テスト
第7回 　第9課その2　 動詞の過去人称変化　/　四季と曜日の表し方
第8回 　第10課その1　現在完了形　/　第9課の小テスト
第9回 　第10課その2　非人称主語es　/　時刻の表し方
第10回　第11課その1　形容詞の格変化　/　第10課の小テスト
第11回　第11課その2　形容詞の比較級、最上級　/　12ヶ月の表し方
第12回　第12課その1　受動態　/　第11課の小テスト
第13回　第12課その2　再帰動詞　/　基数詞101-1000000
第14回　期末試験とまとめ
第15回　1-7課読解演習

◆準備学習の内容◆

予習よりも復習を重視します。宿題や小テストの準備を通じて、毎回既習事項を復習してから授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

初級文法を学ぶ段階では、毎回の授業で新しい文法事項と出会います。授業には極力出席し、ひとつひとつをしっかりと覚えていきましょう。

小テストおよび期末試験の結果から総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ぼくらの未来 ―映像と会話で学ぶ初級ドイツ語― Hallo, Benni!』荻野蔵平/Andrea Raab/石井寿子著（朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞典必須。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 2-27 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

総合独語中級Ⅰ

長谷川　悦朗

◆授業目標◆

基礎文法の後半に相当する部分を理解しながら4技能のうちとりわけ「読む・聞く」能力を中級水準まで練成する。

◆授業内容・計画◆

第１回　導入
第２回　自己紹介の表現
第３回　動詞の現在人称変化
第４回　鉄道旅行の表現
第５回　名詞の性と格
第６回　学生生活の表現
第７回　複数形
第８回　冠詞類
第９回　街歩きの表現
第10回　分離動詞
第11回　時刻の表現
第12回　話法の助動詞
第13回　天気の表現
第14回　再帰用法
第15回　学期末筆記試験と総括

◆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◆

なるべく休まず出席し続けること。

授業内課題の遂行と、学期末筆記試験の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

バイアー田口・清野『一緒に話そう、ドイツ語』(同学社）

◆参考図書◆

独和辞書

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス 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

総合独語中級Ⅰ

中村　仁

◆授業目標◆

ドイツ語習得の基礎となる文法の解説および問題演習を行います。学習した文法事項を「読む・書く・聴く・話す」に応用できるようになること
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 過去形
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◆

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。

課題＋試験

◆教科書（使用テキスト）◆

『多くの練習問題で学ぶドイツ語文法　１年間コース版』　眞岩啓子・大島尚子　朝日出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 2-22 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

総合独語中級Ⅰ

中村　仁

◆授業目標◆

ドイツ語習得の基礎となる文法の解説および問題演習を行います。学習した文法事項を「読む・書く・聴く・話す」に応用できるようになること
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 過去形
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◆

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。

課題＋試験

◆教科書（使用テキスト）◆

『多くの練習問題で学ぶドイツ語文法　１年間コース版』　眞岩啓子・大島尚子　朝日出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 2-27 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

総合独語中級Ⅱ

長谷川　悦朗

◆授業目標◆

基礎文法の後半に相当する部分を理解しながら4技能のうちとりわけ「読む・聞く」能力を中級水準まで練成する。

◆授業内容・計画◆

第１回　導入
第２回　現在完了形
第３回　街歩きの表現
第４回　定関係代名詞
第５回　不定関係代名詞
第６回　過去形
第７回　年中行事の表現
第８回　接続法第２式
第９回　健康の表現
第10回　形容詞
第11回　比較用法
第12回　ファッションの表現
第13回　動作の受動態
第14回　状態の受動態
第15回　学期末筆記試験と総括

◆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◆

なるべく休まず出席し続けること。

授業内課題の遂行と、学期末筆記試験の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

バイアー田口・清野『一緒に話そう、ドイツ語』(同学社）

◆参考図書◆

独和辞書

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス 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

総合独語中級Ⅱ

中村　仁

◆授業目標◆

ドイツ語習得の基礎となる文法の解説および問題演習を行います。学習した文法事項を「読む・書く・聴く・話す」に応用できるようになること
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。前開講科目「総合独語中級Ⅰ（クラス02）」の続きです。

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（定関係代名詞の種類）
第08回　関係代名詞２（定関係代名詞の用法）
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◆

課題＋試験

◆教科書（使用テキスト）◆

『多くの練習問題で学ぶドイツ語文法　１年間コース版』　眞岩啓子・大島尚子　朝日出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 2-22 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

総合独語中級Ⅱ

中村　仁

◆授業目標◆

ドイツ語習得の基礎となる文法の解説および問題演習を行います。学習した文法事項を「読む・書く・聴く・話す」に応用できるようになること
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。前開講科目「総合独語中級Ⅰ（クラス03）」の続きです。

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（定関係代名詞の種類）
第08回　関係代名詞２（定関係代名詞の用法）
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◆

課題＋試験

◆教科書（使用テキスト）◆

『多くの練習問題で学ぶドイツ語文法　１年間コース版』　眞岩啓子・大島尚子　朝日出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

総合独語上級Ⅰ

川口　眞理

◆授業目標◆

留学や院受験をも視野に入れてこれまでのドイツ語学習の総仕上げを行います。多くの練習問題をこなし、さまざまな原典を読みこなせる読
解力を支える文法力・語彙力をつけていきます。

◆授業内容・計画◆

中・上級者向けの文法練習ドリルより抜粋した様々な練習問題をこなしつつ、応用のきく例文を覚え、読解力と作文力のレベルアップをはか
ります。内容は語彙力を補強するものと、複雑な文の構造を理解する力を養うものに大別されます。予定しているのは、品詞の特徴の確認、
複合語・派生語の知識、動詞の同義表現の使い分け、不定詞句から理解する語順のルール、文型（結合価）、名詞を文で修飾する方法（冠
飾句、関係代名詞文）、様々な否定表現等ですが、何を重点的にトレーニングするかは参加者の希望により判断します。適宜読解プリントで
トレーニング内容の確認と定着をはかります。

第１回：複合語・派生語の知識
第２回：品詞について
第３回：不定詞句ー１　目的語・補足語の展開
第４回：不定詞句ー２　動詞・助動詞の展開
第５回：不定代名詞の色々
第６回：名詞と冠詞類
第７回：形容詞と分詞
第８回：冠飾句
第９回：指示代名詞と関係代名詞
第10回：前置詞句の役割
第11回：結合価－１　動詞の結合価
第12回：結合価－２　名詞・形容詞の結合価
第13回：否定表現の色々
第14回：進度調整日
第15回：ふりかえり・試験

◆準備学習の内容◆

出された課題は必ず自力でできるところまでやった上で授業に臨んでください。課題はノートに問題文ごと書き写し、声に出しながら取り組ん
でください。

◆成績評価の方法◆

病欠や公欠などのやむを得ない事情以外の欠席が総授業数の３分の１を超えると、学期末試験を受けられません。また遅刻は3回で1回の
欠席と見なされます。欠席に関し何らかの事情がある場合は早めに相談・報告にきてください。

課題や宿題に取り組む姿勢、授業への積極性、学期末試験の結果を総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

さまざまな文法練習本（Weg mit den typischen Felern!/Mir oder mich?/Sprachheft1,2 他）より抜粋してプリントを配布します。また適宜読解
練習のプリントも出します。

◆参考図書◆

『必携ドイツ文法総まとめ』中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧（白水社）
『これならわかるドイツ語文法　入門から上級まで』　鷲巣由美子（ＮＨＫ出版）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

総合独語上級Ⅱ

川口　眞理

◆授業目標◆

留学や院受験をも視野に入れてこれまでのドイツ語学習の総仕上げを行います。多くの練習問題をこなし、さまざまな原典を読みこなせる読
解力を支える文法力・語彙力をつけていきます。

◆授業内容・計画◆

中・上級者向けの文法練習ドリルより抜粋した練習問題をこなしつつ、応用のきく例文を覚え、読解力と作文力のレベルアップをはかります。
前期同様、語彙力を補強する練習と複雑な文の構造を理解する力を養う練習を並行して行っていきますが、総合独語上級Ⅱでは特に、テキ
ストの論理的展開を支える接続詞・副詞類を十分に練習し、さらに前置詞句と副文、zu不定詞句とdass文の互換関係を踏まえて、名詞文体
と動詞文体の問題にも踏み込んでいく予定です。但し参加者のレベルと関心により、進度や重点を置く箇所は柔軟に対応するつもりです。

第１回：前期の復習
第２回：副詞的接続詞
第３回：従属の接続詞　名詞節を作るもの　dass, ob
第４回：従属の接続詞　副詞節を作るもの－１ weil, da
第５回：従属の接続詞　副詞節を作るもの－２ wenn,als,nachdem,bevor
第６回：従属の接続詞　副詞節を作るものー３ damit, indem, so...dass
第７回：zu不定詞句とdass文
第８回：前置詞句と副文
第９回：動作名詞と２格
第10回：話法詞・心態詞
第11回：間接話法
第12回：外交的接続法
第13回：非現実話法
第14回：進度調整日
第15回：ふりかえり・試験

◆準備学習の内容◆

出された課題は必ず自力でできるところまでやった上で授業に臨んでください。課題はノートに問題文ごと書き写し、声に出しながら取り組ん
でください。

◆成績評価の方法◆

病欠や公欠などのやむを得ない事情以外の欠席が総授業数の３分の１を超えると、学期末試験を受けられません。また遅刻は3回で1回の
欠席と見なされます。欠席に関し何らかの事情がある場合は早めに相談・報告にきてください。

課題や宿題に取り組む姿勢、授業への積極性、学期末試験の結果を総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

さまざまな文法練習本（Weg mit den typischen Fehlern!/Mir oder mich?/Sprachheft1,2 他）より抜粋してプリントを配布します。また適宜読解
練習のプリントも出します。

◆参考図書◆

『必携ドイツ文法総まとめ』中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧（白水社）
『これならわかるドイツ語文法　入門から上級まで』鷲巣由美子（ＮＨＫ出版）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

やさしい独語読みものⅠ

伊藤　直子

◆授業目標◆

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、日本人留学生がヴィーン大学の学生とともに体験するヴィーンの都市文化をテーマとした会話および読解のテキスト、文法の解
説・練習問題、ドイツ歌曲やオペラのアリア、ヴィーンの文化を紹介するコーナーなどから構成されています。
　授業では教科書の前半を扱い、読解に必要な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、音読も
重視されます。

第1回　 導入、既習事項の確認
第2回　 第1課－こんにちは、ヴィーン
第3回　 第1課（続き）
第4回　 第2課－リングシュトラーセ
第5回　 第2課（続き）
第6回　 第3課－ザッハー・トルテ
第7回　 第3課（続き）
第8回　 第4課－オペラ座へ
第9回　 第4課（続き）
第10回　第4課－《魔笛》から
第11回　第5課－王宮
第12回　第5課（続き）
第13回　第6課－ザルツブルク
第14回　第6課（続き）
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）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◆

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）、期末試験の結果などを総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ようこそヴィーンへ』関根裕子著（白水社）

◆参考図書◆

独和辞典を携行のこと。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

やさしい独語読みものⅡ

伊藤　直子

◆授業目標◆

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、読解に必要な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。

第1回　 既習事項の確認、第7課－フランツ・シューベルト
第2回　 第7課（続き）
第3回　 第8課－〈美しき青きドナウ〉
第4回　 第8課（続き）
第5回　 第9課－ベート－ヴェンとホイリゲ
第6回　 第9課（続き）
第7回　 第10課－ヴィーン分離派
第8回　 第10課（続き）
第9回　 第11課－〈聖しこの夜〉
第10回　第11課（続き）
第11回　第11課（続き）
第12回　第12課－もし私がオペラ歌手だったら
第13回　第12課（続き）
第14回　第12課－《魔笛》から
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）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◆

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）、期末試験の結果などを総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ようこそヴィーンへ』関根裕子著（白水社）

◆参考図書◆

独和辞典を携行のこと。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

中級独語読みものⅠ

伊藤　直子

◆授業目標◆

これまでに身につけたドイツ語の基礎知識をもとに、読解力のさらなる養成を目指します。

◆授業内容・計画◆

　教科書はモーツァルトの生涯をテーマとし、モーツァルトの書簡に内容を依拠した対話文、読章、文法の解説、歌曲やオペラのアリアを用い
た読章形式の練習問題などから構成されています。
　授業では教科書の前半を扱い、読解に必要な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。

第1回　 導入、既習事項の確認、第1課－モーツァルトの家族
第2回　 第2課－ピアノ・レッスン
第3回　 第3課－マリーア・テレージアの許で
第4回　 第3課（続き）
第5回　 第4課－ミラノで
第6回　 第4課（続き）
第7回　 第5課－マンハイムで
第8回　 第5課（続き）
第9回　 第6課－パリで
第10回　第6課（続き）
第11回　第7課－ザルツブルクとの訣別
第12回　第7課（続き）
第13回　第8課－後宮からの誘拐
第14回　第8課（続き）
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）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◆

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）、期末試験の結果などを総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『モーツァルトとドイツ語を』牧野アンゲリカ・宇野道義著（第三書房）

◆参考図書◆

独和辞典を携行のこと。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

中級独語読みものⅡ

伊藤　直子

◆授業目標◆

これまでに身につけたドイツ語の基礎知識をもとに、読解力のさらなる養成を目指します。

◆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、読解に必要な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。

第1回　 既習事項の確認、第9課－コンスタンツェ・ヴェーバー
第2回　 第9課（続き）
第3回　 第10課－自由な芸術家モーツァルト
第4回　 第10課（続き）
第5回　 第10課（続き）
第6回　 第11課－フィガロの結婚
第7回　 第11課（続き）
第8回　 第11課（続き）
第9回　 第12課－魔笛
第10回　第12課（続き）
第11回　第12課（続き）
第12回　第13課－モーツァルトの死
第13回　第13課（続き）
第14回　第14課－〈夕べの想い〉
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）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◆

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）、期末試験の結果などを総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『モーツァルトとドイツ語を』牧野アンゲリカ・宇野道義著（第三書房）

◆参考図書◆

独和辞典を携行のこと。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

上級独語読みものⅠ

岩井　智子

◆授業目標◆

これまでに学んだドイツ語の知識を土台として、ドイツ語のやや難解な文章を読んでいきますが、ドイツ語の読解力をつけるためには、基礎
的な文法の力が欠かせません。テキストに取り上げられた文学作品や芸術作品についても考察し、ドイツ文化に対する興味を掘り下げてい
きます。

◆授業内容・計画◆

1)導入
2)0章
3)1章ドイツについて
4)1章ドイツを数字で表すと
5)2章列車・自転車旅行
6)2章自転車で旅するドイツ
7)中間テストとまとめ
8)3章童話とおとぎ話
9)3章私は誰でしょう？
10)4章ウィーンからのブログ
11)4章サリエリからの手紙
12)映像鑑賞(1)ドイツの児童文学
13)映像鑑賞(2)『アマデウス』に登場するサリエリ
14)前期の復習
15)期末試験とまとめ

◆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、ドイツ語分を日本語に訳せるようにします。問題も、まず自分で解いて見ましょ
う。

◆成績評価の方法◆

独和辞典は必ず用意すること。新しく出てきた単語は予習するときに自分で調べるようにしましょう。出席状況や授業時の応答を重視しま
す。

学期末試験および授業態度、小テスト、中間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）◆

『ファウストとメフィストと学ぶドイツ文化８章　プラス・エクストラ』ウーテ・シュミットほか著　（三修社）

◆参考図書◆

独和辞書（電子辞書可）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

上級独語読みものⅡ

岩井　智子

◆授業目標◆

前期の教科書を引き続き読み進みます。練習を通じて、さらに応用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
ける読解力の獲得を目指します。

◆授業内容・計画◆

1)導入
2)5章世界遺産一般について
3)5章世界文化遺産について
4)6章アイディアの国ドイツ
5)6章ドイツの発明品
6)中間テストとまとめ
7)7章東ドイツという国
8)7章東ドイツを回顧する
9)8章新音楽・新絵画
10)8章第九にまつわる話
11)映像鑑賞　サンスーシ宮殿
12)映像鑑賞　現代ドイツの姿
13)エクストラ　ドイツの祝祭日
14)後期の復習
15)期末試験とまとめ

◆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。問題もまず、自分で解いてみま
しょう。

◆成績評価の方法◆

出席状況や授業時の応答も重視します。

学年末試験、および授業態度、出席回数、小テスト、中間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）◆

『ファウストとメフィストと学ぶドイツ文化8章　プラス・エクストラ』ウーテ・シュミットほか著（三修社）

◆参考図書◆

独話辞書（電子辞書可）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-27 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

独語文法トレーニングⅠ

長谷川　悦朗

◆授業目標◆

基本的な文法事項のうち前半に相当する部分について一通り理解するとともに運用できるようになる。

◆授業内容・計画◆

第1回　導入
第2回　文字と発音
第3回　数詞と時刻表現
第4回　規則変化動詞の現在人称変化
第5回　最重要動詞の現在人称変化
第6回　並列接続詞
第7回　定冠詞
第8回　不定冠詞
第9回　複数形
第10回　人称代名詞
第11回　冠詞類
第12回　不規則変化動詞の現在人称変化
第13回　命令形
第14回　話法の助動詞
第15回　学期末筆記試験と総括

◆準備学習の内容◆

シラバスに記載されている進度を確認しながら教科書の該当箇所を読み進めておくとともに練習問題に解答しておくこと。

◆成績評価の方法◆

この科目の履修のみでドイツ語を学習しようとする場合には相当な授業外学習時間が必要となります。

授業参加及び学期末筆記試験

◆教科書（使用テキスト）◆

新倉・亀ヶ谷・正木・中野『ゲナウ！　グラマティック』（第三書房）

◆参考図書◆

独和辞書

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-27 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

独語文法トレーニングⅡ

長谷川　悦朗

◆授業目標◆

基本的な文法事項のうち後半に相当する部分について一通り理解するとともに運用できるようになる。

◆授業内容・計画◆

第1回　導入
第2回　未来形
第3回　前置詞
第4回　再帰表現
第5回　分離動詞と非分離動詞
第6回　zu不定詞
第7回　従属接続詞
第8回　過去形
第9回　現在完了形
第10回　受動態
第11回　形容詞
第12回　関係代名詞
第13回　接続法第1式
第14回　接続法第2式
第15回　学期末筆記試験と総括

◆準備学習の内容◆

シラバスに記載されている進度を確認しながら教科書の該当箇所を読み進めておくとともに練習問題に解答しておくこと。

◆成績評価の方法◆

この科目の履修のみでドイツ語を学習しようとする場合には相当な授業外学習時間が必要となります。

授業参加及び学期末筆記試験

◆教科書（使用テキスト）◆

新倉・亀ヶ谷・正木・中野『ゲナウ！　グラマティック』（第三書房）

◆参考図書◆

独和辞書

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

やさしい独語会話Ⅰ

末松　淑美

◆授業目標◆

・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）簡単な予習をしてから授業に参加すると、より効果的です。

◆成績評価の方法◆

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しま
す。

◆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）
『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）
『すぐに使えるドイツ語会話スーパー・ビジュアル』正木晶子ほか（UNICOM）

◆留意事項◆



（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。



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 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

やさしい独語会話Ⅱ

末松　淑美

◆授業目標◆

・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◆

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しま
す。

◆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）
『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）
『すぐに使えるドイツ語会話スーパー・ビジュアル』正木晶子ほか（UNICOM）

◆留意事項◆



（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。



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３ 単位数 1単位

備考

中級独語会話Ⅰ

Ｓ．ヘンゼル

◆授業目標◆

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◆

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◆



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 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

中級独語会話Ⅱ

Ｓ．ヘンゼル

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 2-25 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

上級独語会話Ⅰ

トーマス　マイヤー

◆授業目標◆

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　テストとふりかえり
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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 2-25 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

上級独語会話Ⅱ

トーマス　マイヤー

◆授業目標◆

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　テストとふりかえり
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◆

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◆



ナンバリング

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

ドイツ文化Ａ

伊藤　直子

◆授業目標◆

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。
　具体的には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－授業前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◆

＊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◆



ナンバリング

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

ドイツ文化Ｂ

伊藤　直子

◆授業目標◆

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。
　具体的には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－授業前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◆

＊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◆



ナンバリング

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

伊語（初級文法）Ⅰ

Ａ．チヴィーレ

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

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

伊語（初級文法）Ⅱ

Ａ．チヴィーレ

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-15 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

伊語（言語表現入門）Ⅰ

横田　さやか

◆授業目標◆

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(1)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◆

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、参考図書については授業内で案内します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-15 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

伊語（言語表現入門）Ⅱ

横田　さやか

◆授業目標◆

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、
説明したり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◆

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、参考図書については授業内で案内します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 5-208 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

伊語（中級文法）Ⅰ

中矢　慎子

◆授業目標◆

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◆

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◆



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 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

伊語（中級文法）Ⅱ

中矢　慎子

◆授業目標◆

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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０２

講義室 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

伊語（上級文法）ＡⅠ

文法

Ａ．チヴィーレ

◆授業目標◆

これまでに勉強していない文法事項や、既習の事項について例外的な点を勉強し、より豊かなイタリア語の表現を理解したり味わうことが出
来るようになることを目標とします。

◆授業内容・計画◆

1.  2年生までの復習・応用問題（１）冠詞・名詞・形容詞・動詞の現在形・前置詞の基本
2.  2年生までの復習・応用問題（２）直接・間接目的語代名詞・動詞の過去形（近過去・半過去）・未来形
3.条件法の意味と用法（1）
4.条件法の練習（2）
5.条件法のまとめと確認
6. 様々な不規則変化の名詞・形容詞（cinema, pessimistaなど）
7. 様々な不規則変化の名詞・形容詞（cinema, pessimistaなど）の練習
8. 名詞の前のquello, bello, buono, grandeの用法と意味
9.  様々な不規則変化の名詞・bello, quello, buono, grandeのまとめと確認
10. 比較級・最上級の様々な形とその名詞との一致
11. 比較級・最上級の様々な形とその名詞との一致のまとめと確認
12. che以外の関係代名詞(cui, il quale, chiなど）の用法
13. che以外の関係代名詞(cui, il quale, chiなど）の練習
14.関係代名詞のまとめと確認
15.前期のまとめと確認

◆準備学習の内容◆

１、２年生で学んだ文法事項の復習はもちろんのこと、毎回授業に出席する際には、知らない単語を辞書で引いて意味を調べておき、前回
学んだ事項の復習をして下さい。理解が不十分な場合は、そのまま放置せず、次の授業でちゃんと疑問点を解消するようにしましょう。

◆成績評価の方法◆

ここに記載されている授業内容・計画はあくまでも予定です。実際には出席者の理解を確かめながら進めていきますので、多少変更になる
場合もあります。

授業への参加態度、学習意欲、小テストなどを総合的に判断して評価します。出席しているだけでは単位は与えられません。学生の積極的
な取り組みを期待します。

◆教科書（使用テキスト）◆

1,2年次に使用したイタリア語教科書-Nuovo A Zonzo （朝日出版社）一ノ瀬俊和 著、またはLa Mia Italia（朝日出版社）一ノ瀬俊和ほか  著
（これは必要最低限のテキストで、説明や練習問題にこれ以外の本を使用する場合もあります。）
プリント（授業で配布します）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０４

講義室 5-208 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

伊語（上級文法）ＡⅠ

文法

中矢　慎子

◆授業目標◆

これまでに勉強していない文法事項や、既習の事項について例外的な点を勉強し、より豊かなイタリア語の表現を理解したり味わうことが出
来るようになることを目標とします。

◆授業内容・計画◆

1.　2年生までの復習・応用問題（１）冠詞・名詞・形容詞・動詞の現在形・前置詞の基本
2.　2年生までの復習・応用問題（２）直接・間接目的語代名詞・動詞の過去形（近過去・半過去）・未来形
3.条件法の意味と用法（1）
4.条件法の練習（2）
5.条件法のまとめと確認
6. 様々な不規則変化の名詞・形容詞（cinema, pessimistaなど）
7. 様々な不規則変化の名詞・形容詞（cinema, pessimistaなど）の練習
8. 名詞の前のquello, bello, buono, grandeの用法と意味
9.  様々な不規則変化の名詞・bello, quello, buono, grandeのまとめと確認
10. 比較級・最上級の様々な形とその名詞との一致
11. 比較級・最上級の様々な形とその名詞との一致のまとめと確認
12. che以外の関係代名詞(cui, il quale, chiなど）の用法
13. che以外の関係代名詞(cui, il quale, chiなど）の練習
14.関係代名詞のまとめと確認
15.前期のまとめと確認

◆準備学習の内容◆

１、２年生で学んだ文法事項の復習はもちろんのこと、毎回授業に出席する際には、知らない単語を辞書で引いて意味を調べておき、前回
学んだ事項の復習をして下さい。理解が不十分な場合は、そのまま放置せず、次の授業でちゃんと疑問点を解消するようにしましょう。

◆成績評価の方法◆

ここに記載されている授業内容・計画はあくまでも予定です。実際には出席者の理解を確かめながら進めていきますので、多少変更になる
場合もあります。

授業への参加態度、学習意欲、小テストなどを総合的に判断して評価します。出席しているだけでは単位は与えられません。学生の積極的
な取り組みを期待します。

◆教科書（使用テキスト）◆

1,2年次に使用したイタリア語教科書-Nuovo A Zonzo （朝日出版社）一ノ瀬俊和 著、またはLa Mia Italia（朝日出版社）一ノ瀬俊和ほか　著
（これは必要最低限のテキストで、説明や練習問題にこれ以外の本を使用する場合もあります。）

プリント（授業で配布します）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

伊語（上級文法）ＢⅠ

一ノ瀬　俊和

◆授業目標◆

基本文法の整理をしながら、まとまりのある文章の講読を通じて語彙を強化し、中級レベルの読解力と作文力を身に付けます。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス
2. Lettura 9 列車の旅：イタリアと日本(1)本文訳読
3. Lettura 9 列車の旅：イタリアと日本(2)構文分析
4. 練習問題、作文演習
5. Lettura 10 イタリア語の起源(1)本文訳読
6. Lettura 10 イタリア語の起源(2)構文分析
7. 練習問題、作文演習
8. Lettura 11 俗語とイタリア文学(1)本文訳読
9. Lettura 11 俗語とイタリア文学(2)構文分析
10. 練習問題、作文演習
11.Lettura 12 イタリア国家(1)本文訳読
12.Lettura 12 イタリア国家(2)構文分析
13.練習問題、作文演習
14.文法事項と語彙の確認
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

必ず予習をして、本文の単語や表現の意味を調べ、自分なりの和訳をしておくこと。練習問題も解いておくこと。復習は、本文を何度も読み直
し、重要な語彙はしっかり覚えること。教科書の作文をもう一度やってみて、できなかったところを確認、補充しておくこと。

◆成績評価の方法◆

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！
授業は必ず予習をして臨むように心がけてください。また、家では怠りなく復習をしてください！

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）◆

主に次のテキストを使用します。
『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）
なお、文法事項の確認には次のテキストも使用します。
『Novissimo A zonzo ア・ゾンゾ 更新改訂版 ―イタリアそぞろ歩き―CD付き-』一ノ瀬俊和著（朝日出版社）ほか。

◆参考図書◆

『しっかり学ぶイタリア語』一ノ瀬俊和著（ベレ出版）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０３

講義室 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

伊語（上級文法）ＢⅠ

講読

Ａ．ナンニーニ

◆授業目標◆

基本文法の整理をしながら、まとまりのある文章の講読を通じ
て語彙を強化し、中級レベルの読解力と作文力を身に付けます。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス
2. Lettura 9 列車の旅：イタリアと日本(1)本文訳読
3. Lettura 9 列車の旅：イタリアと日本(2)構文分析
4. 練習問題、作文演習
5. Lettura 10 イタリア語の起源(1)本文訳読
6. Lettura 10 イタリア語の起源(2)構文分析
7. 練習問題、作文演習
8. Lettura 11 俗語とイタリア文学(1)本文訳読
9. Lettura 11 俗語とイタリア文学(2)構文分析
10. 練習問題
11.Lettura 12 イタリア国家(1)本文訳読
12.Lettura 12 イタリア国家(2)構文分析
13.練習問題、作文演習
14.文法事項と語彙の確認
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

必ず予習をして、本文の単語や表現の意味を調べ、自分なりの
和訳をしておくこと。練習問題も解いておくこと。復習は、本
文を何度も読み直し、重要な語彙はしっかり覚えること。教科
書の作文をもう一度やってみて、できなかったところを確認、
補充しておくこと。

◆成績評価の方法◆

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！
授業は必ず予習をして臨むように心がけてください。また、家
では怠りなく復習をしてください！

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）◆

主に次のテキストを使用します。
『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）
なお、文法事項の確認には次のテキスト等も使用します。
『Nuovo A zonzo―イタリア語そぞろ歩き―CD付き』一ノ瀬俊和著（朝日出版社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０２

講義室 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

伊語（上級文法）ＡⅡ

文法

Ａ．チヴィーレ

◆授業目標◆

ジェルンディオ構文や接続法など、まだ勉強していない構文や叙法について学び、より豊かで複雑なイタリア語の表現を理解したり味わうこと
が出来るようになることを目標とします。

◆授業内容・計画◆

1. ne/ciの用法と意味
2. 直接目的語代名詞のne; 直接目的語代名詞と過去分詞の一致
3. ne/ci・直接目的語代名詞のne; 直接目的語代名詞と過去分詞の一致のまとめと確認
4. gerundio構文 (1)
5. gerundio構文 (2), 同時進行形stare+gerundioの用法と意味
6. gerundio構文・stare+gerundioのまとめと確認
7. 接続法(1)接続法現在形
8. 接続法(2)接続法過去形
9. 非人称構文と不定詞(例：bisogna andare, e bene fare...)
10. 非人称構文と接続法 (例：bisogna che, e meglio che...)
11. 接続法・非人称構文のまとめと確認
12. 仮定文（現在・過去）
13. 仮定文のまとめ
14.遠過去の用法
15.後期のまとめと確認

◆準備学習の内容◆

１、２年生で学んだ文法事項の復習はもちろんのこと、毎回授業に出席する際には、知らない単語を辞書で引いて意味を調べておき、前回
学んだ事項の復習をして下さい。理解が不十分な場合は、そのまま放置せず、次の授業でちゃんと疑問点を解消するようにしましょう。

◆成績評価の方法◆

ここに記載されている授業内容・計画はあくまでも予定です。実際には出席者の理解を確かめながら進めていきますので、多少変更になる
場合もあります。

授業への参加態度、学習意欲、小テストなどを総合的に判断して評価します。出席しているだけでは単位は与えられません。学生の積極的
な取り組みを期待します。

◆教科書（使用テキスト）◆

1,2年次に使用したイタリア語教科書-Nuovo A Zonzo （朝日出版社）一ノ瀬俊和 著、またはLa Mia Italia（朝日出版社）一ノ瀬俊和ほか  著
（これは必要最低限のテキストで、説明や練習問題にこれ以外の本を使用する場合もあります。）
プリント（授業で配布します）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０４

講義室 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

伊語（上級文法）ＡⅡ

文法

中矢　慎子

◆授業目標◆

ジェルンディオ構文や接続法など、まだ勉強していない構文や叙法について学び、より豊かで複雑なイタリア語の表現を理解したり味わうこと
が出来るようになることを目標とします。

◆授業内容・計画◆

1. ne/ciの用法と意味
2. 直接目的語代名詞のne; 直接目的語代名詞と過去分詞の一致
3. ne/ci・直接目的語代名詞のne; 直接目的語代名詞と過去分詞の一致のまとめと確認
4. gerundio構文 (1)
5. gerundio構文 (2), 同時進行形stare+gerundioの用法と意味
6. gerundio構文・stare+gerundioのまとめと確認
7. 接続法(1)接続法現在形
8. 接続法(2)接続法過去形
9. 非人称構文と不定詞(例：bisogna andare, e bene fare...)
10. 非人称構文と接続法 (例：bisogna che, e meglio che...)
11. 接続法・非人称構文のまとめと確認
12. 仮定文（現在・過去）
13. 仮定文のまとめ
14.遠過去の用法
15.後期のまとめと確認

◆準備学習の内容◆

１、２年生で学んだ文法事項の復習はもちろんのこと、毎回授業に出席するにあたっては、知らない単語を辞書で引いて意味を調べておき、
前回学んだ事項の復習をして下さい。理解が不十分な場合は、そのまま放置せず、次の授業でちゃんと疑問点を解消するようにしましょう。

◆成績評価の方法◆

ここに記載されている授業内容・計画はあくまでも予定です。実際には出席者の理解を確かめながら進めていきますので、多少変更になる
場合もあります。

授業への参加態度、学習意欲、小テストなどを総合的に判断して評価します。ただ出席しているだけでは単位は与えられません。学生の積
極的な取り組みを期待します。

◆教科書（使用テキスト）◆

1,2年次に使用したイタリア語教科書-Nuovo A Zonzo （朝日出版社）一ノ瀬俊和 著、またはLa Mia Italia（朝日出版社）一ノ瀬俊和ほか　著
（これは必要最低限のテキストで、説明や練習問題にこれ以外の本を使用する場合もあります。）

プリント（授業で配布します）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

伊語（上級文法）ＢⅡ

一ノ瀬　俊和

◆授業目標◆

Iに続いて、基本文法の整理をしながら、まとまりのある文章の講読を通じて語彙を強化し、中級レベルの読解力と作文力を身に付けます。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス、前期の復習
2. Lettura 13 古代ローマ(1)本文訳読
3. Lettura 13 古代ローマ(2)構文分析
4. 練習問題、作文演習
5. Lettura 14 ローマの建造物(1)本文訳読
6. Lettura 14 ローマの建造物(2)構文分析
7. 練習問題、作文演習
8. Lettura 15 芸術の国イタリア1(1)本文訳読
9. Lettura 15 芸術の国イタリア1(2)構文分析
10. 練習問題、作文演習
11.Lettura 16 芸術の国イタリア2(1)本文訳読
12.Lettura 16 芸術の国イタリア2(2)構文分析
13.練習問題、作文演習
14.文法事項と語彙の確認
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

必ず予習をして、本文の単語や表現の意味を調べ、自分なりの和訳をしておくこと。練習問題も解いておくこと。復習は、本文を何度も読み直
し、重要な語彙はしっかり覚えること。教科書の作文をもう一度やってみて、できなかったところを確認、補充しておくこと。

◆成績評価の方法◆

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！
授業は必ず予習をして臨むように心がけてください。また、家では怠りなく復習をしてください！

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）◆

主に次のテキストを使用します。
『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）
なお、文法事項の確認には次のテキストも使用します。
『Novissimo A zonzo ア・ゾンゾ 更新改訂版 ―イタリアそぞろ歩き―CD付き-』一ノ瀬俊和著（朝日出版社）ほか。

◆参考図書◆

『しっかり学ぶイタリア語』一ノ瀬俊和著（ベレ出版）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０３

講義室 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

伊語（上級文法）ＢⅡ

講読

Ａ．ナンニーニ

◆授業目標◆

Iに続いて、基本文法の整理をしながら、まとまりのある文章の講読を通じて語彙を強化し、中級レベルの読解力と作文力を身に付けます。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス、前期の復習
2. Lettura 13 古代ローマ(1)本文訳読
3. Lettura 13 古代ローマ(2)構文分析
4. 練習問題、作文演習
5. Lettura 14 ローマの建造物(1)本文訳読
6. Lettura 14 ローマの建造物(2)構文分析
7. 練習問題、作文演習
8. Lettura 15 芸術の国イタリア1(1)本文訳読
9. Lettura 15 芸術の国イタリア1(2)構文分析
10. 練習問題
11.Lettura 16 芸術の国イタリア2(1)本文訳読
12.Lettura 16 芸術の国イタリア2(1)構文分析
13.練習問題、作文演習
14.文法事項と語彙の確認
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

必ず予習をして、本文の単語や表現の意味を調べ、自分なりの
和訳をしておくこと。練習問題も解いておくこと。復習は、本
文を何度も読み直し、重要な語彙はしっかり覚えること。教科
書の作文をもう一度やってみて、できなかったところを確認、
補充しておくこと。

◆成績評価の方法◆

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！
授業は必ず予習をして臨むように心がけてください。また、家
では怠りなく復習をしてください！

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）◆

主に次のテキストを使用します。
『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）
なお、文法事項の確認には次のテキスト等も使用します。
『Nuovo A zonzo―イタリア語そぞろ歩き―CD付き』一ノ瀬俊和著（朝日出版社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

イタリア文化Ⅰ

古田　耕史

◆授業目標◆

「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（とくに前期は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）夭折の天才ペルゴレージ：《奥様女中》《スターバト・マーテル》
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《フィガロの結婚》を読む③ 台本と音楽の密接な関係
９）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
10）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
11）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
12）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
13）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
14）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
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、DVDで各作品を鑑賞しておくこと。

◆成績評価の方法◆

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。
有志者に研究発表や演奏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（発言）、リアクションペーパー、試験によって総合的に評価します。期末試験は配布プリントと自筆ノートの持ち込み可とする予定
なので、毎回出席を心がけること。

◆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◆



ナンバリング

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

イタリア文化Ⅱ

古田　耕史

◆授業目標◆

前期に続き、イタリア文学（詩）と音楽を眺めてみましょう。後期はとくに、 “世界文学”史上の大詩人、ダンテとペトラルカを取り上げて解説
し、彼らの詩にインスピレーションを受けた作品を鑑賞します。また前期と同様、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。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）ダンテ『神曲』とオペラ①  プッチーニ《ジャンニ・スキッキ》
３）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》
４）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
５）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”
６）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
７）ペトラルカと近代歌曲：リスト、ヴォルフ=フェッラーリ、ピッツェッティ
８）バロックの芸術：ヴィヴァルディ《四季》とソネット
９）ヴェルディ《ラ・トラヴィアータ(椿姫)》①  ゼッフィレッリの映画
10）ヴェルディ《ラ・トラヴィアータ(椿姫)》②  台本と原作：デュマ・フィス『椿姫』
11）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
12）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
13）近現代①  レスピーギの歌曲と交響詩
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DVDで各作品を鑑賞しておくこと。

◆成績評価の方法◆

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。
有志者に研究発表や演奏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（発言）、リアクションペーパー、試験によって総合的に評価します。期末試験は配布プリントと自筆ノートの持ち込み可とする予定
なので、毎回出席を心がけること。

◆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◆



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 2-15 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

伊語（言語表現初級）Ⅰ

横田　さやか

◆授業目標◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、主に口頭によるイタリア語でのコミュニケーションの仕方を身に付けます。乗り物の利
用や買い物ができ、医者での基本的な対応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、既習事項の復習
2.目的地までの行き方をたずねる表現の確認と復習
3.第8課(1)バスの利用
4.第8課(2)電車の利用、運行情報をたずねる
5.確認と復習
6.第9課(1)靴や服の買い物(1)好みを表現する
7.第9課(2靴や服の買い物(2)サイズ、購入
8.確認と復習
9.第10課(1)プレゼントの買い物(1)色や素材の表現
10.第10課(2)プレゼントの買い物(2)比較の表現
11.確認と復習
12.第11課(1)医者を呼んでもらう
13.第11課(2)身体の不調を表現する
14.第11課(3)心の不調を表現する
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うこと。復習は習った表現を繰り返し発音し、また書いて覚
えること。同時に、学習した動詞変化の練習（発音、筆記）をすること。

◆成績評価の方法◆

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！このコミュ
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練習が必要です。

随時行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、授業内での練習や発表、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、参考図書については授業内で案内します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 2-15 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

伊語（言語表現初級）Ⅱ

横田　さやか

◆授業目標◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、主に口頭によるイタリア語でのコミュニケーションの仕方を身に付けます。さらに、イタ
リア人と日本人のメンタリティーを比較しながら、それぞれの文化の特徴を分析し、理解を深めます。イタリアで生活する際に必要ないくつか
の表現を覚えるとともに、人や自分について少し踏み込んだ会話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、既習事項の復習
2.第12課(1)銀行で(1)両替
3.第12課(2)銀行で(2)自動現金引き出し機の使い方
4.関連文法事項のまとめ
5.語学学校で(1)情報を得る
6.語学学校で(2)コースへの申し込み
7.イタリアでのアパート探し(1)情報を得る
8.イタリアでのアパート探し(2)下見する
9.私の部屋［発表の準備］
10.私の部屋［発表］
11.人について話す(外見、性格、習慣など)
12.自分について話す(外見、性格、習慣など)［発表の準備］
13.自分について話す(外見、性格、習慣など)［発表］
14.後期の総合練習
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

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こと。復習は習った表現を繰り返し発音し、また書いて覚えること。同時に、
学習した動詞変化の練習（発音、筆記）をすること。発表がある場合は、下書きを作って準備し、口頭で表現できるようにしておくこと。

◆成績評価の方法◆

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
業中は集中力をもってしっかりと聴くこと、また自宅では繰り返しの復習が必要です。

随時行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、授業内での練習や発表、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、参考図書については授業内で案内します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

伊語（言語表現中級）Ａ

Ａ．ナンニーニ

◆授業目標◆

この授業ではイタリア語の様々な言い回しを試し、表現力を豊かにすることを目指します。表現や構文、単語の意味に注意し、自分オリジナ
ルのイタリア語を作り、文法的な構造だけでなく、単語そのものの意味のつなげ方をより深く考えていきます。その後、”自分だけの”イタリア
語をほかのクラスメートに発表することによって、お互い新しいイタリア語を発見していき、少しずつ自分のイタリア語に自信を持つことができ
ます。

◆授業内容・計画◆

1. 本コースの目的と内容説明。
2. 存在とアイデンティティーの表現　（Essereの様々な意味と用法）。
3. 存在とアイデンティティーの表現　（Essereの様々な意味と用法）。空間の記述。
4. 現在形で言えること。（例：今日の予定、週末の予定）
5. 未来形で言えること。（１）（例：近い初来の計画など。）
6. 未来形で言えること。（２）（例：5年後の自分、10年後の自分、将来の夢など）
7. 現在において簡単な仮定を表わす。（例："Vorrei..., ma..."）
8. 過去形で言えること。（近過去・完了、半過去・未完了）（１）最近のことを話す。
9. 過去形で言えること。（近過去・完了、半過去・未完了）（２）お気に入りの写真について話す。
10.過去においての簡単な仮定を表す。（例："Sarei venuto, ma...")
11.自分について話す。（例：外見⇒性格⇒長所）
12.自分について話す。（例：外見⇒性格⇒短所）
13.好きな人（個人名を上げる必要はありません）。その理由と説明。
14.嫌いな人（個人名を上げる必要はありません）。その理由と説明。
15.まとめと確認。

◆準備学習の内容◆

１、２年生で学んだ文法事項の復習はもちろんのこと、毎回授
業に出席するにあたっては、知らない単語を辞書で引いて意味
を調べておく、前回学んだ事項の復習をしてきちんと理解出来
ているか確認するなどして下さい。理解が不十分な場合は、そ
のまま放置せず、次の授業でちゃんと疑問点を解消するように
しましょう。

◆成績評価の方法◆

授業内容は出席者の理解を確かめながら進めていきますので、多少変更になる場合もあります。

随時行われる小テストを中心に、授業への参加態度、学習意欲などを総合的に判断して評価します。ただ出席しているだけでは単位は与え
られません。学生の積極的な取り組みを期待します。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

伊語（言語表現中級）Ｂ

Ａ．ナンニーニ

◆授業目標◆

この授業ではイタリア語の様々な言い回しを試し、表現力を豊かにすることを目指します。表現や構文、単語の意味に注意し、自分オリジナ
ルのイタリア語を作り、文法的な構造だけでなく、単語そのものの意味のつなげ方をより深く考えていきます。その後、”自分だけの”イタリア
語をほかのクラスメートに発表することによって、お互い新しいイタリア語を発見していき、少しずつ自分のイタリア語に自信が持つことができ
ます。

◆授業内容・計画◆

1. 前期の復習
2. 現在形で日常生活を語ってみましょう。時間や頻度を表わす副詞や副詞的な表現。
3. 過去形で体験を語ってみましょう。完了（近過去）と未完了（半過去）の関係を確認する。
4. 過去形で体験を語ってみましょう。完了（近過去）と未完了（半過去）の使い方。
5. イタリア語のコンパクトな表現の仕方。ジェルンディオの意味と使い方。
6. 直接法と接続法の意味の違いを試す。（例：　So..., Non sono sicuro...)
7. 自分の考えを表す。接続法の基礎的な使い方を学ぶ。
8. 意見や感想を表す。接続法現在と過去。（例："penso che~, immagino che ~, mi sembra che~,
   credo che~"　など）
9. 願望や期待とその理由を表す。不定詞と接続法の用法の違い（例："Spero che~, spero di~"）
10.心配や危惧とその理由を表わす。（例："Temo che~, temo di~, ho paura che~"）
11. 意思や願望を表わす。接続法現在と半過去の使い分け（例：voglio~, voglio che~　/
    vorrei~, vorrei che~　/ desidero~, desidero che~）
12. 一般化した表現の仕方を使う。様々な非人称構文。（例：(non)　è bene~,　è giusto che~,
    si dice che~）
13. 可能性について話す。現在における可能性や仮定。
14. 可能性について話す。過去における可能性や仮定。
15.後期の確認とまとめ

◆準備学習の内容◆

１、２年生で学んだ文法事項の復習はもちろんのこと、毎回授
業に出席するにあたっては、知らない単語を辞書で引いて意味
を調べておく、前回学んだ事項の復習をしてきちんと理解出来
ているか確認するなどして下さい。理解が不十分な場合は、そ
のまま放置せず、次の授業でちゃんと疑問点を解消するように
しましょう。

◆成績評価の方法◆

授業内容は出席者の理解を確かめながら進めていきますので、多少変更になる場合もあります。

随時行われる小テストを中心に、授業への参加態度、学習意欲などを総合的に判断して評価します。ただ出席しているだけでは単位は与え
られません。学生の積極的な取り組みを期待します。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 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

仏語（初級文法）Ａ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

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◆

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◆



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

仏語（初級文法）Ａ

塚島　真実

◆授業目標◆

・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◆

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◆



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

仏語（初級文法）Ａ

島田　薫

◆授業目標◆

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。 全体は文字と発音、1課から19課に補遺を加えた構成です。 各課は見開き2ページの文法説明と、練習問
題・語彙各1ページの計4ページからなります。授業は原則1回1課のペースで進めて、3課ごとに「まとめ」を入れながら、前期は10課までを終
える予定です。

1.  導入１ 文字と発音(1)アルファベ、綴り字記号、発音記号と音
2.  導入２ 文字の読み方、語群の読み方
3.  L.1　名詞の性と数、冠詞
4.  L.2　主語人称代名詞、動詞 ETRE,AVOIRの直説法現在、提示の表現
5.  L.3　否定形、形容詞
6.  補遺1　名刺の特殊な複数形、形容詞の特殊な女性形と男性第2形 / まとめ：L.1-L.3
7.  L.4　ER動詞の直説法現在、疑問形、疑問文に対する答え
8.  L.5　指示形容詞、疑問形容詞、所有形容詞
9.  L.6　動詞 ALLER,VENIR の直説法現在、近接未来と近接過去、前置詞と定冠詞の縮約
10. まとめ：L.4-L.6
11. L.7　動詞 FINIR,PARTIR の直説法現在、疑問代名詞、疑問副詞
12. L.8　動詞 VOIR,DIRE,ENTENDRE の直説法現在、形容詞と副詞の比較級・最上級
13. L.9　動詞 FAIRE,PRENDRE の直説法現在、命令形、非人称構文
14. L.10 目的語人称代名詞・強勢形
15. まとめ：L.1-10

◆準備学習の内容◆

 予習：授業の前に予め文法説明に目を通し、知らない単語は辞書で引いておく。単語の意味などは語彙のページに記入して普段から積極
的に覚え、復習や小テスト・まとめのテストなどの折にも活用する。
 復習：授業で習った練習問題の答えを確認し、単語・動詞の活用・例文をしっかり覚える。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宅で自習して授業時に提出する。

◆成績評価の方法◆

平常点（授業への参加、課題提出および小テスト、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）◆

『《 新版 》ル・フランセ・クレール 』 清岡智比古著 （白水社）

◆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◆



ナンバリング

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

仏語（初級文法）Ｂ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

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◆

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◆



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

仏語（初級文法）Ｂ

塚島　真実

◆授業目標◆

・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◆

・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◆



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

仏語（初級文法）Ｂ

島田　薫

◆授業目標◆

後期は前期に続いてフランス語の文法知識の基礎を学びます。 目標は以下の5点です。　・声に出して発音しながら自分の発音を聴くこと。
・発音と綴りの規則的な関係を把握し確実にすること。　・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）を身近なものにすること。　・動詞の時制や文型などを覚え身につけること。　・現在だけでなく過去や未来も含めた多様な内容の文が
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使用します。全体は発音編と本編19課に補遺を加えた構成で、各課は見開き2ページの文法説明と、練習問
題・語彙各1ページの計4ページからなります。授業は原則1回1課のペースで11課から始め、3課ごとに「まとめ」を入れながら、後期は19課ま
で終える予定です。

1.  導入１：発音の復習
2.  導入２：L.10目的語人称代名詞の復習
3.  L.11 過去分詞、直説法複合過去
4.  L.12 関係代名詞、強調構文
5.  まとめ：L.10-12
6.  L.13 代名動詞、指示代名詞
7.  L.14 動詞POUVOIR,VOULOIR,DEVOIR の直説法現在、直説法単純未来
8.  L.15 中性代名詞
9.  まとめ：L.13-15
10. L.16 直説法半過去、受動態
11. L.17 現在分詞、ジェロンディフ
12. まとめ：L.16-L.17, 直説法時制のまとめ
13. L.18 条件法現在
14. L.19 接続法現在
15. まとめ：L.11-19

◆準備学習の内容◆

 予習：授業の前に予め文法説明に目を通し、知らない単語は辞書で引いておく。単語の意味などは語彙のページに記入して普段から積極
的に覚え、復習や小テスト・まとめのテストなどの折にも活用する。
 復習：授業で習った練習問題の答えを確認し、単語・動詞の活用・例文をしっかり覚える。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宅で自習して授業時に提出する。

◆成績評価の方法◆

平常点（授業への参加、課題提出および小テスト、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）◆

『《 新版 》ル・フランセ・クレール 』 清岡智比古著 （白水社）

◆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◆



ナンバリング

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

仏語（初級実践）Ａ

島田　薫

◆授業目標◆

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。テキストは発音編、1－14課に文法補遺を加えた構成です。各課は最初の見開き2ページがディ
アローグ・表現・語彙とプチディアローグ・問いと答え、次の見開き2ページが文法説明、練習問題と読解という計4ページから成ります。授業
は原則として2回に1課程度のペースで学び、会話と実践に1回、文法と練習問題に1回を充てるつもりです。前期はL.1～L.7までの前半を終
える予定です。

1.  導入: フランス語の文字と発音
2.  L.1　あいさつ、自己紹介
3.  L.1　形容詞、主語人称代名詞、動詞 ETRE の活用
4.  L.2　～があります
5.  L.2　名詞の性・数、不定冠詞と定冠詞、前置詞
6.  L.3　～を持っている
7.  L.3　動詞 AVOIR、疑問文、否定文、応答文
8.  L.4　どんな言葉？
9.  L.4　ER動詞の活用、形容詞の位置と一致、指示形容詞、疑問形容詞
10. L.5　買い物
11. L.5　動詞 VOULOIR の活用、部分冠詞、中性代名詞 EN、指示代名詞 CECI,CELA
12. L.6　どこに？
13. L.6　動詞 ALLER,VENIR の活用、前置詞＋定冠詞の縮約と国名、人称代名詞強勢形、疑問副詞
14. L.7　何時に？ / 動詞 POUVOIR,VOIR,FINIR の活用、不定代名詞、非人称構文
15. まとめ：L.1ーL.7

◆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。音声教材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◆

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）◆

『きみと話したい！フランス語』　大久保政憲著　(朝日出版社)

◆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◆



ナンバリング

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

仏語（初級実践）Ｂ

島田　薫

◆授業目標◆

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.  L.8 ～をするつもり、～をしたばかり
2.  L.8 動詞PRENDRE,FAIRE,PARTIR,BOIREの活用、疑問代名詞｢何を｣、近接未来・近接過去、中性代名詞
3.  L.9 比べる
4.  L.9 動詞 SAVOIR,METTRE の活用、疑問代名詞｢誰が」、比較級・最上級、指示代名詞
5.  L.10 ～を知っている
6.  L.10 動詞 CONNAITRE,ATTENDRE の活用、目的語人称代名詞、疑問代名詞｢誰を｣
7.  L.11 起きる、寝る、散歩する
8.  L.11 代名動詞、命令形
9.  L.12 過去のことを言う1
10. L.12 複合過去、疑問代名詞｢何が｣
11. L.13 未来のことを言う
12. L.13 単純未来形
13. L.14 過去のことを言う２
14. L.14 半過去形、現在分詞・ジェロンディフ
15. まとめ：L.8-L.14

◆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◆

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）◆

『君と話したい！フランス語』　大久保政憲著　(朝日出版社)

◆参考図書◆

辞書:仏和の中辞典

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

仏語（中級講読）Ａ

島田　薫

◆授業目標◆

前期は文法講読のテキストを用いて基礎的な文法の復習もしながら長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◆

テキストはフランス語圏をテーマにした中級購読の教科書で、第Ⅰ部フランス語圏の社会：1課－7課と第２部フランス語圏の文化：8-15課の
全15課から成ります。 各課は見開き4ページで、1頁目：20～25行の本文、2頁目：その課の語彙と文法ポイント、3頁目は文法や文の内容に
関する問題、4頁目は各地域や国の社会・文化紹介とそれに関連した作品などの紹介、という構成です。授業は2回に1課のペースで、文法
の復習をしつつも講読を中心に進めて行きます。 前期はテキスト前半の7課まで終える予定です。

1.   導入、1課-1 文法：複合過去
2.   1課-2 講読：フランス語とフランス語圏ヨーロッパ
3.   2課-1 文法：強調構文
4.   2課-2 講読：フランスの植民帝国と海外県・海外領土
5.   3課-1 文法：受動態
6.   3課-2 講読：ケベックのユニークな歴史と社会
7.   4課-1 文法：代名動詞
8.   4課-2 講読：合衆国のフランス語使用者
9.   5課-1 文法：比較級
10.  5課-2 講読：アンティル諸島とハイチの独立
11.  6課-1 文法：最上級
12.  6課-2 講読：フランス領インドシナとホーおじさん
13.  7課-1 文法：現在分詞
14.  7課-2 講読：フランス領アフリカとアラブの春
15.  まとめ：1-7

◆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◆

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）◆

『フランス語圏の社会と文化』　山出裕子著 （駿河台出版社）

◆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◆



ナンバリング

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

仏語（中級講読）Ｂ

島田　薫

◆授業目標◆

前期は文法講読のテキストを用いて基礎的な文法の復習もしながら長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◆

テキストはフランス語圏をテーマにした中級購読の教科書で、第Ⅰ部フランス語圏の社会：1課－7課と第２部フランス語圏の文化：8-15課の
全15課から成ります。 各課は見開き4ページで、1頁目：20～25行の本文、2頁目：その課の語彙と文法ポイント、3頁目は文法や文の内容に
関する問題、4頁目は各地域や国の社会・文化紹介とそれに関連した作品などの紹介、という構成です。授業は2回に1課のペースで、文法
の復習をしつつも講読を中心に進めて行きます。 後期はテキスト後半の8課から始めて15課まで終える予定です。

1.   導入、8課-1 文法：中性代名詞
2.   8課-2 講読：ケベックではフランス語を話す
3.   9課-1 文法：過去分詞
4.   9課-2 講読：フランコフォニ―とフランコフォニ―国際機関
5.  10課-1 文法：関係代名詞１
6.  10課-2 講読：アラブ系移民二世
7.  11課-1 文法：関係代名詞２
8.  11課-2 講読：『タンタンの冒険』をめぐって
9.  12課-1 文法：直説法単純未来
10. 12課-2 講読：フランス映画に見るフランス領インドシナの終末
11. 13課-1 文法：非人称構文
12. 13課-2 講読：ケベックのサーカス
13. 14課 文法：条件法現在、講読：アンティルのアイデンティティ－の変貌
14. 15課 文法：接続法現在、講読：ケベックの多文化主義と文化政策
15.  まとめ：8課-15課

◆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◆

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）◆

『フランス語圏の社会と文化』　山出裕子著 （駿河台出版社）

◆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◆



ナンバリング

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

仏語（中級実践）Ａ

塚島　真実

◆授業目標◆

・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。

◆授業内容・計画◆

教科書を、１課２～３回程度のペースで進んでいきます。前期は第0課から第5課までの内容の習得を目指します。
第1回　イントロダクション
第2回　第0課・第1課　発音の復習
第3回　第1課　あいさつ　フランスについて
第4回　第2課　自己紹介をしてみよう
第5回　第2課　友達を紹介してみよう
第6回　第3課　郵便局に行く
第7回　第3課　市場で買い物
第8回　第3課　パリのカフェ
第9回　第4課　タクシーに乗る
第10回　第4課　道をたずねる
第11回　第4課　フランスの学生生活
第12回　第5課　誕生日を祝う
第13回　第5課　レストランでお食事を
第14回　第5課　フランス料理
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◆

フランス語の初級文法を学習した学生を対象としていますが、最初はあいさつなどの簡単でごく短い表現から始めます。そこを出発点にし
て、さまざまな状況における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）◆

『Amicalement bis アミカルモン・ビス』澤田直ほか（駿河台出版社）

◆参考図書◆

仏和辞書　予習・復習に必須です。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-27 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

仏語（中級実践）Ｂ

塚島　真実

◆授業目標◆

・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◆

教科書を、１課２回程度のペースで進んでいきます。後期は第6課から第10課までの内容の習得を目指します。
第1回　第6課　フランスのスポーツ事情
第2回　第6課　習い事をする
第3回　第6課　ブルターニュ地方
第4回　第7課　映画館へ行こう
第5回　第7課　フランス映画
第6回　第7課　プロヴァンス地方
第7回　第8課　前に会ったあの人は
第8回　第8課　短いメールを書いてみよう
第9回　第8課　アルザス地方
第10回　第9課　小旅行に出かけよう
第11回　第9課　晩餐会
第12回　第9課　フランスの政治
第13回　第10課　フランスの長期休暇
第14回　第10課　世界のフランス語圏
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◆

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。後期から受講する場合
は、教科書5課まで目を通しておいて下さい。

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）◆

『Amicalement bis アミカルマン・ビス』澤田直ほか（駿河台出版社）

◆参考図書◆

仏和辞書　予習・復習に必須です。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-301～303 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

仏語（上級講読）Ａ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

フランス語で書かれた散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。文章
表現を会話で運用出来るようになる。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◆

初級文法の知識があれば読みこなせる文章で、極めて豊かな内容を示したボードレールの散文詩を読み解きながら、文章の中で実際に文
法がどのように用いられているのかを理解する。
1．L'ETRANGER, LE DESESPOIRE DE LA VIEILLE.
2．LE CONFITEOR DE L'ARTISTE, UN PLAISANT.
3．LA CHANBRE DOUBLE.
4. CHACUN SA CHIMERE, LE FOU ET LA VENUS, LE CHIEN ET LE FLACON.
5. LE MAUVAIS VITRIER.
6. A UNE HEURE DU MATIN.
7. LA FEMME SAUVAGE ET LA PETITE_MAITRESSE.
8. LES FOULES.
9. LES VEUVES.
10. LE VIEUX SALTINBANQUE.
11. LE GATEAU.
12. L'HORLOGE, UN HEMISPHERE DANS UNE CHEVELURE.
13．L'INVIATATION AU VOYAGE.
14．LE JOUJOU DU PAUVRE.
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◆

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）◆

Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, Gallimard, folio, 2010.

◆参考図書◆

授業内で随時指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-301～303 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

仏語（上級講読）Ｂ

松岡　新一郎

◆授業目標◆

ボードレールの名高い散文詩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と運用能力を
深める。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．LES DONS DES FEES.
2．LES TENTATIONS.
3．LE CREPUSCULE DU SOIR, LA SOLITUDE.
4．LES PROJETS
5．LA BELLE DOROTHEE.
6．LES YEUX DES PAUVRES.
7．UNE MORT HEROIQUE.
8．LA FAUSSE MONNAIE.
9．LE JOUEUR GENEREUX.
10．LA CORDE.
11．LES VOCATIONS.
12．LE THYRSE.
13．ENIVREZ-VOUS, DEJA.
14．LE DESIR DE PEINDRE, LES BIENFAITS DE LA LUNE.
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

ボードレールによって生み出された「散文詩」というそれまでにない形式にも慣れてきたところで、一層正確に仏文を和訳できるよう、しっかり
準備する。

◆成績評価の方法◆

後期より選択する場合も、教科書は前期に入手しておくことが望ましい。

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）◆

Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, Gallimard, folio, 2010.

◆参考図書◆

授業内で随時指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

フランス文化Ａ

Ｐ．ブロシェヌ

◆授業目標◆

・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

◆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◆

・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◆



ナンバリング

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

フランス文化Ｂ

Ｐ．ブロシェヌ

◆授業目標◆

・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◆

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。



・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。

◆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◆



ナンバリング

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 1単位

備考

仏語（初級会話）Ａ

Ｘ．ビュロー

◆授業目標◆

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，mini-situationを聞いたり、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。

１．授業の紹介／勉強のリズム
　　仏語の母音字―子音字　alphabet
２．Chocolatine!：Leçon d'initiation, pp9-10
３．Leçon d'initiation, 練習、p11, alphabet,数(1).
   Leçon 1 : mini-situation 1, p12, 国籍
４．L1 : m-s 2, 科目、p13
        grammaire/exercices, pp14-15,主語人称代名詞、動詞être
５．L1 : Dialogue/Jeux, pp16-17
６．L2 : m-s 1-2, pp18-19, 家族、職業、国、言語
７．L2 : grammaire/exercices, pp20-21,-er 動詞、所有形容詞(1)
８．L2 : Dialogue/Jeux, pp22-23
９．L3 : m-s 1-2, pp24-25,場所、数(2)
10．L3 : grammaire/exercices, pp26-27,不定冠詞/定冠詞、動詞avoir
         所有形容詞(2)
11．L3 : Dialogue/Jeux, pp28-29
12．L4 : m-s 1-2, pp30-31,活動、曜日、数(3)－(4)
13．L4 : grammaire/exerecices, pp32-33,動詞faire、疑問形容詞
　　　　　疑問文の作りかた、代名詞の強勢形
14．L4 : Dialogue/Jeux, pp34-35
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）
Chocolatineの音声をダウンロードした短い文書を聞いて、何回も繰り返す。
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◆

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）◆

Romuald Brefuel, Remi Igarashi, Chocolatine!, Daisan Shobo, Tokyo, 2016.
ﾌﾞﾚｯﾌｭｴﾙ･ﾛﾐｭｱﾙﾄﾞ､五十嵐玲美、「ｼｮｺﾗﾃｲｰﾇ!｣､第三書房、東京、2016年.

◆参考図書◆

◆留意事項◆



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。



ナンバリング

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 1単位

備考

仏語（初級会話）Ｂ

Ｘ．ビュロー

◆授業目標◆

仏語の動詞(規則/不規則)のいろいろな時制（現在/過去/未来)を学び，現在，過去，未来のことを話せるようになる。

◆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、mini-situationsを聞いたり、発音の練習をしたり、短い作文を書いたりし、フランス語の勉強をします。色々な練習をします。

1．復習　夏休みの自由の話
　 L5 : m-s 1-2, pp36-37, ショッピング、服、からだ、飲み物
2．L5 : grammaire/exercices, pp38-39,動詞 aller と venir,
       複合過去(avoirとともに),中性代名詞 y
3．L5 : Dialogue/Jeux, pp40-41
4．L6 : m-s 1-2, pp42-43,活動(2)、時の表現、頻度
5．L6 : grammaire/exercices, pp44-45,複合過去(êtreとともに),
       vouloir/pouvoir/devoir/prendre/mettre, 部分冠詞
6．L6 : Dialogue/Jeux, pp46-47
7．L7 : m-s 1-2, pp48-49, 量、数(5)、食品
8．L7 : grammaire/exercices, pp50-51, 半過去、-ir 動詞、時の表現(1)
9．L7 : Dialogue/Jeux, pp52-53
10.L8 : m-s 1-2, pp54-55, 食事、評価する
11.L8 : grammaire/exercices, pp56-57,近接過去、現在進行、近接未来、
　　　　　単純未来、時の表現(2)
12.L8 : Dialogue/Jeux, pp58-59
13.L9 : m-s 1-2, pp60-61,交通機関、位置
14.L9 : grammaire/exercices, pp62-63,比較級と最上級、条件法、動詞falloir
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）
『Chocolatine!』の音声をダウンロードした短い文書を聞いて、何回も繰り返す。
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◆

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）◆

Romuald Brefuel, Remi Igarashi, Chocolatine!, Daisan Shobo, Tokyo, 2016.
ﾌﾞﾚｯﾌｭｴﾙ･ﾛﾐｭｱﾙﾄﾞ､五十嵐玲美、「ｼｮｺﾗﾃｲｰﾇ!｣､第三書房、東京、2016年.

◆参考図書◆

教科書の音声ダウンロード

◆留意事項◆



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。



ナンバリング

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２ 単位数 1単位

備考

仏語（中級会話）Ａ

Ｘ．ビュロー

◆授業目標◆

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 anné
es précédentes.
Vous préparez également à la maison les devoirs, quand il y en a.

◆成績評価の方法◆

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



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。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-304～305 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

仏語（中級会話）Ｂ

Ｘ．ビュロー

◆授業目標◆

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◆

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



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。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

ラテン語Ⅰ

Ａ．ナンニーニ

◆授業目標◆

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
2.ラテン語：どんな言葉？
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。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◆

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◆



ナンバリング

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２ 単位数 1単位

備考

ラテン語Ⅱ

Ａ．ナンニーニ

◆授業目標◆

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◆

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◆



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

CCP418N

声楽実技ＡⅢ

（Ｖ）

◆授業目標◆

声楽実技AⅡの学びの上に立ち、歌唱に必要な呼吸法を学び個々の豊かな感性と表現力を育み、心に響く演奏を目指す。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基礎としながら、１単位（２３分）で個々の能力にあった歌曲、オペラ、オラトリオ等を学ぶことが出来る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲９(1)音の確認
第３回：課題とする声楽曲９(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする声楽曲９(3)仕上げ
第５回：課題とする声楽曲10(1)音の確認
第６回：課題とする声楽曲10(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする声楽曲10(3)仕上げ
第８回：課題とする声楽曲11(1)音の確認
第９回：課題とする声楽曲11(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする声楽曲11(3)仕上げ
第11回：課題とする声楽曲12(1)音の確認
第12回：課題とする声楽曲12(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする声楽曲12(3)仕上げ
第14回：課題とする声楽曲9～12までのまとめ
第15回：声楽曲のさらなる表現追究

◆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◆

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。

　Ⅲは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）◆

　個々に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

「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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　その他

◆留意事項◆



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

声楽実技ＢⅢ

（Ｖ）

◆授業目標◆

声楽実技BⅡの学びの上に立ち、歌唱に必要な呼吸法を学び個々の豊かな感性と表現力を育み、心に響く演奏を目指す。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基本とし、イタリア歌曲の歌唱表現法、ドイツ歌曲、フランス歌曲、日本歌曲などの基本的な歌唱表現法を学ぶ。

第１回：ガイダンス
第２回：課題とする歌曲９(1)音の確認
第３回：課題とする歌曲９(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする歌曲９(3)仕上げ
第５回：課題とする歌曲10(1)音の確認
第６回：課題とする歌曲10(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする歌曲10(3)仕上げ
第８回：課題とする歌曲11(1)音の確認
第９回：課題とする歌曲11(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする歌曲11(3)仕上げ
第11回：課題とする歌曲12(1)音の確認
第12回：課題とする歌曲12(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする歌曲12(3)仕上げ
第14回：課題とする歌曲の表現追究
第15回：声楽実技BⅢ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◆

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）◆

　個々に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

「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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　その他

◆留意事項◆



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

CCP419N

声楽実技ＡⅣ

（Ｖ）

◆授業目標◆

声楽実技1，Ⅱ、Ⅲの学びの上に立ち、歌唱に必要な呼吸法を学び個々の豊かな感性と表現力を育み、心に響く演奏を目指す。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基礎としながら、１単位（２３分）で個々の能力にあった歌曲、オペラ、オラトリオ等を学ぶことが出来る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲13(1)音の確認
第３回：課題とする声楽曲13(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする声楽曲13(3)仕上げ
第５回：課題とする声楽曲14(1)音の確認
第６回：課題とする声楽曲14(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする声楽曲14(3)仕上げ
第８回：課題とする声楽曲15(1)音の確認
第９回：課題とする声楽曲15(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする声楽曲15(3)仕上げ
第11回：課題とする声楽曲16(1)音の確認
第12回：課題とする声楽曲16(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする声楽曲16(3)仕上げ
第14回：課題とする声楽曲13～16までのまとめ、試験曲を決定
第15回：試験曲のさらなる表現追究

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◆

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。

　Ⅳは自由曲１曲（６分）の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◆

「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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　その他

◆留意事項◆



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

声楽実技ＢⅣ

（Ｖ）

◆授業目標◆

声楽実技BⅢの学びの上に立ち、歌唱に必要な呼吸法を学び個々の豊かな感性と表現力を育み、心に響く演奏を目指す。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基本とし、イタリア歌曲の歌唱表現法、ドイツ歌曲、フランス歌曲、日本歌曲などの基本的な歌唱表現法を学ぶ。

第１回：ガイダンス
第２回：課題とする歌曲13(1)音の確認
第３回：課題とする歌曲13(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする歌曲13(3)仕上げ
第５回：課題とする歌曲14(1)音の確認
第６回：課題とする歌曲14(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする歌曲14(3)仕上げ
第８回：課題とする歌曲15(1)音の確認
第９回：課題とする歌曲15(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする歌曲15(3)仕上げ
第11回：課題とする歌曲16(1)音の確認
第12回：課題とする歌曲16(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする歌曲16(3)仕上げ
第14回：課題とする歌曲のまとめ、試験曲決定
第15回：試験曲の表現追究

演奏実技試験：任意の歌曲（３分以内）

◆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◆

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。

　演奏実技試験で評価する。

◆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◆

「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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　その他

◆留意事項◆



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

CCP909N

声楽実技ＡⅤ

（Ｖ）

◆授業目標◆

演奏実習A１～Ⅳの学びの上に立ち、歌唱に必要な呼吸法を学び個々の豊かな感性と表現力を育み、心に響く演奏を目指すことが出来る。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基礎としながら、１単位（２３分）で個々の能力にあった歌曲、オペラ、オラトリオ等を学ぶことが出来る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲17(1)音の確認
第３回：課題とする声楽曲17(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする声楽曲17(3)仕上げ
第５回：課題とする声楽曲18(1)音の確認
第６回：課題とする声楽曲18(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする声楽曲18(3)仕上げ
第８回：課題とする声楽曲19(1)音の確認
第９回：課題とする声楽曲19(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする声楽曲19(3)仕上げ
第11回：課題とする声楽曲20(1)音の確認
第12回：課題とする声楽曲20(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする声楽曲20(3)仕上げ
第14回：課題とする声楽曲17～20までのまとめ
第15回：声楽曲のさらなる表現追究

◆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◆

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）◆

　個々に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

「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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　その他

◆留意事項◆



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

CCP910N

声楽実技ＡⅥ

（Ｖ）

◆授業目標◆

演奏実習A１～Ⅴの学びの上に立ち、歌唱に必要な呼吸法を学び個々の豊かな感性と表現力を育み、心に響く演奏を目指すことが出来る。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基礎としながら、１単位（２３分）で個々の能力にあった歌曲、オペラ、オラトリオ等を学ぶことが出来る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲21(1)音の確認
第３回：課題とする声楽曲21(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする声楽曲21(3)仕上げ
第５回：課題とする声楽曲22(1)音の確認
第６回：課題とする声楽曲22(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする声楽曲22(3)仕上げ
第８回：課題とする声楽曲23(1)音の確認
第９回：課題とする声楽曲23(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする声楽曲23(3)仕上げ
第11回：課題とする声楽曲24(1)音の確認
第12回：課題とする声楽曲24(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする声楽曲24(3)仕上げ
第14回：課題とする声楽曲21～24までのまとめ
第15回：声楽曲のさらなる表現追究

◆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◆

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）◆

　個々に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

「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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　その他

◆留意事項◆



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

CCP911N

声楽実技ＡⅦ

（Ｖ）

◆授業目標◆

演奏実習A１～Ⅵの学びの上に立ち、歌唱に必要な呼吸法を学び個々の豊かな感性と表現力を育み、心に響く演奏を目指すことが出来る。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基礎としながら、１単位（２３分）で個々の能力にあった歌曲、オペラ、オラトリオ等を学ぶことが出来る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲25(1)音の確認
第３回：課題とする声楽曲25(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする声楽曲25(3)仕上げ
第５回：課題とする声楽曲26(1)音の確認
第６回：課題とする声楽曲26(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする声楽曲26(3)仕上げ
第８回：課題とする声楽曲27(1)音の確認
第９回：課題とする声楽曲27(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする声楽曲27(3)仕上げ
第11回：課題とする声楽曲28(1)音の確認
第12回：課題とする声楽曲28(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする声楽曲28(3)仕上げ
第14回：課題とする声楽曲25～28までのまとめ
第15回：声楽曲のさらなる表現追究

◆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◆

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）◆

　個々に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

「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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　その他

◆留意事項◆



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

CCP912N

声楽実技ＡⅧ

（Ｖ）

◆授業目標◆

演奏実習A１～Ⅶの学びの上に立ち、歌唱に必要な呼吸法を学び個々の豊かな感性と表現力を育み、心に響く演奏を目指すことが出来る。

◆授業内容・計画◆

　発声、呼吸法を基礎としながら、１単位（２３分）で個々の能力にあった歌曲、オペラ、オラトリオ等を学ぶことが出来る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲29(1)音の確認
第３回：課題とする声楽曲29(2)発音、詩の背景
第４回：課題とする声楽曲29(3)仕上げ
第５回：課題とする声楽曲30(1)音の確認
第６回：課題とする声楽曲30(2)発音、詩の背景
第７回：課題とする声楽曲30(3)仕上げ
第８回：課題とする声楽曲31(1)音の確認
第９回：課題とする声楽曲31(2)発音、詩の背景
第10回：課題とする声楽曲31(3)仕上げ
第11回：課題とする声楽曲32(1)音の確認
第12回：課題とする声楽曲32(2)発音、詩の背景
第13回：課題とする声楽曲32(3)仕上げ
第14回：課題とする声楽曲29～32までのまとめ
第15回：声楽曲のさらなる表現追究

◆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◆

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）◆

　個々に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

「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
「ドイツ歌曲集」１、２　　全音楽譜出版社
「日本歌曲集」１、２、３　全音楽譜出版社　その他

◆留意事項◆



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

CCP446N

ピアノ実技ＡⅢ

（Ｐ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器（ピアノ）専修以外の学生が、ピアノ・コース、ピアノ指導コース、鍵盤楽器ソリスト・コース、アンサンブル・ピアノ・コースの必修科目
を習得するために必要なピアノ技術、演奏解釈、表現法などを学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

１セメ：１単位（２３分）の個人レッスン
個々の能力に合った教材を用いながら、演奏能力を高め、レパートリーを拡大する。

第1回：15回の授業のガイダンス
第2回：それぞれの課題曲の音の確認
第3回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第4回：演奏表現の工夫及び暗譜
第5回：新たな課題の選曲、基礎知識を得る
第6回：課題曲の音の確認
第7回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第8回：演奏表現の工夫及び暗譜
第9回：新たな課題の選曲、基礎知識を得る
第10回：課題曲の音の確認
第11回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第12回：演奏表現の工夫及び暗譜
第13回：このセメスターで学んだ曲の復習
第14回：復習の続き
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◆

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）◆

各自の課題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◆



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

電子オルガン実技ＡⅢ

（電オル）

◆授業目標◆

鍵盤楽器（電子オルガン）専修以外の学生が、総合電子オルガンコースの必修科目を修得するために必要な演習、作・編曲法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

各自の卒業後に合わせて、レッスンする。
・［教員 等、指導に役立てたい場合］生徒にアンサンブルさせられるような楽曲を学び、簡単な楽器でアンサンブル出来るように楽譜制作し
ておく。等
・［作曲の経験ある学生の場合］レベルに合った曲を作成し、それを自分で演奏するところまで学ぶ。
・［クラシック以外も学んでみたい学生の場合］
好きな曲を電子オルガンでポピュラー的に演奏することを学ぶ。
Ⅲ　出来る学生は、スコアから電子オルガンに編曲することも学ぶ。
第1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）のりしろレガート
第2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）音の切り方
第3回　　  リズムのノリ方を、参考音源なども交えながら習得（1）オンビート
第4回　　  リズムのノリ方を、参考音源なども交えながら習得（2）アフタービート
第5回　　　自分でレジストレーションを作ることを経験する
第6回　　　自分でリズムを組むことを取得する
第7回　　　表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（1）呼吸、構成力
第8回　　　表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（2）一貫性
第9回　　  簡単な曲の作曲の仕方を学ぶ（モチーフの作り方）
第10回　　 モチーフの展開と構成を学ぶ（1）装飾
第11回　　 モチーフの展開と構成を学ぶ（2）変奏
第12回　　 モチーフの展開と構成を学ぶ（3）転調
第13回　　 制作作品を演奏する
第14回　　 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◆

演奏に必要なUSBメモリーを各自準備すること。 参考スコアのコピーを教師の書き込み用に一部コピーすること。

授業内での演奏と、発表時の演奏で評価する。

◆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◆



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

CCP467N

オルガン実技Ⅲ

（Ｏ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器（オルガン）専修以外の学生が、オルガンコースの必修科目を習得するために必要な技術、演奏解釈、表現法等を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

個々の能力に合った教材を用いながら、オルガンコースが求める資質を高め、レパートリーを拡大する。

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◆

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◆



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

ピアノ実技ＢⅢ

（Ｐ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器（ピアノ）専修以外の学生が、指揮者／コレペティートル・コースの必修科目を習得するために必要なピアノ技術、演奏解釈、表現法
などを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

１セメ：１単位（２３分）の個人レッスン
コースが求める資質を高めるために、指揮者/コレペティートルの視点から考えて演奏をしてレパートリーを増やす。

第1回 楽器としてのピアノの弱点について
第2回 身体を弛緩することについて
第3回 作曲家によっての音色の違いについて
第4回 弦楽四重奏曲への理解とピアノでの奏法(ベートーヴェン)
第5回 交響曲への理解とピアノでの奏法Ⅰ(ハイドン)
第6回 交響曲への理解とピアノでの奏法Ⅱ(モーツァルト)
第7回 交響曲への理解とピアノでの奏法Ⅲ(ベートーヴェン)
第8回 レチタティーヴォ・セッコについて
第9回 レチタティーヴォ・アッコンパニャートについて
第10回 オペラへの理解とピアノでの奏法Ⅰ(フィガロの結婚)
第11回 オペラへの理解とピアノでの奏法Ⅱ(コシ・ファン・トゥッテ)
第12回 オペラへの理解とピアノでの奏法Ⅲ(ドン・ジョヴァンニ)
第13回 近代ピアノ曲への理解
第14回 現代ピアノ曲への理解
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◆

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◆



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

CCP447N

ピアノ実技ＡⅣ

（Ｐ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器（ピアノ）専修以外の学生が、ピアノ・コース、ピアノ指導コース、鍵盤楽器ソリスト・コース、アンサンブル・ピアノ・コースの必修科目
に必要なピアノ技術、演奏解釈、表現法などを学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

１セメ：１単位（２３分）の個人レッスン
個々の能力に合った教材を用いながら、演奏能力を高め、レパートリーを拡大する。

第1回：15回の授業のガイダンス
第2回：それぞれの課題曲の音の確認
第3回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第4回：演奏表現の工夫及び暗譜
第5回：新たな課題の選曲、基礎知識を得る
第6回：実技試験へ向けて課題曲の選択
第7回：課題曲の音の確認
第8回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第9回：演奏表現の工夫
第10回：演奏表現、技術的な問題の確認
第11回：演奏表現、技術のレヴェルアップ
第12回：暗譜の確認
第13回：演奏を録音し客観的に演奏を聴く
第14回：最後の仕上げ
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◆

演奏試験で評価（７分以上の自由曲とする）
但し、アドヴァンスト・コースの鍵盤楽器ソリストコース、アンサンブル・ピアノ・コースの履修者は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）◆

各自の課題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◆



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

電子オルガン実技ＡⅣ

（電オル）

◆授業目標◆

鍵盤楽器（電子オルガン）専修以外の学生が、総合電子オルガンコースの必修科目を修得するために必要な演習、作・編曲法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

各自の卒業後に合わせて、レッスンする。
・［教員 等、指導に役立てたい場合］生徒にアンサンブルさせられるような楽曲を学び、簡単な楽器でアンサンブル出来るように楽譜制作し
ておく。等
・［作曲の経験ある学生の場合］レベルに合った曲を作成し、それを自分で演奏するところまで学ぶ。
・［クラシック以外も学んでみたい学生の場合］
好きな曲を電子オルガンでポピュラー的に演奏することを学ぶ。
Ⅳ　出来る学生は、簡単な曲を作曲することも学ぶ。
第1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）イニシャル・アフタータッチ
第2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）ホリゾンタルタッチ
第3回　　  リズムのノリ方を、参考音源なども交えながら習得（1）リズムののり方
第4回　　  リズムのノリ方を、参考音源なども交えながら習得（2）リズムのくずし方
第5回　　　自分でレジストレーションを作ることを経験する
第6回　　　自分でリズムを組むことを取得する
第7回　　　表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（1）レガート奏法
第8回　　　表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（2）Tuttiとpp
第9回　　  簡単な曲の作曲の仕方を学ぶ（モチーフの作り方）
第10回　　 モチーフの展開と構成を学ぶ（1）変奏
第11回　　 モチーフの展開と構成を学ぶ（2）展開
第12回　　 モチーフの展開と構成を学ぶ（3）ad.lib.
第13回　　 制作作品を演奏する
第14回　　 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◆

演奏に必要なUSBメモリーを各自準備すること。 参考スコアのコピーを教師の書き込み用に一部コピーすること。

最後の授業内の演奏試験で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

CCP468N

オルガン実技Ⅳ

（Ｏ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器（オルガン）専修以外の学生が、オルガンコースの必修科目を習得するために必要な技術、演奏解釈、表現法等を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

個々の能力に合った教材を用いながら、オルガンコースが求める資質を高め、レパートリーを拡大する。

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◆

演奏試験で評価する。

◆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◆



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

ピアノ実技ＢⅣ

（Ｐ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器（ピアノ）専修以外の学生が、指揮者／コレペティートル・コースの必修科目を習得するために必要なピアノ技術、演奏解釈、表現法
などを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

１セメ：１単位（２３分）の個人レッスン
コースが求める資質を高めるために、指揮者/コレペティートルの視点から考えて演奏をしてレパートリーを増やす。

第1回 指揮の振り方又は見方について
第2回 ピアノとチェンバロの奏法の違いについて
第3回 一人一人の手の違いと指使いについて
第4回 変拍子について
第5回 アゴーギクについて
第6回 いろんな意味におけるバランスについて
第7回 交響曲への理解とピアノでの奏法Ⅳ(シューベルト)
第8回 交響曲への理解とピアノでの奏法Ⅴ(シューマン)
第9回 交響曲への理解とピアノでの奏法Ⅵ(ブラームス)
第10回 オペラへの理解とピアノでの奏法Ⅳ(魔笛)
第11回 オペラへの理解とピアノでの奏法Ⅴ(愛の妙薬)
第12回 オペラへの理解とピアノでの奏法Ⅵ(椿姫)
第13回 暗譜の仕方Ⅱ
第14回 本番前の調整についてⅡ
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◆

演奏試験で評価（4分以上の自由曲とする)

◆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◆



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

CCP917N

ピアノ実技ＡⅤ

（Ｐ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器ソリスト・コース、アンサンブル・ピアノ・コースの科目を習得するために必要なピアノ技術、演奏解釈、表現法などを学ぶことができ
る。

◆授業内容・計画◆

１セメ：１単位（２３分）の個人レッスン
それぞれのコースが求める資質をさらに高め、レパートリーを拡大する。

第1回：15回の授業のガイダンス
第2回：それぞれの課題曲の音の確認
第3回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第4回：演奏表現の工夫及び暗譜
第5回：新たな課題の選曲、基礎知識を得る
第6回：課題曲の音の確認
第7回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第8回：演奏表現の工夫及び暗譜
第9回：新たな課題の選曲、基礎知識を得る
第10回：課題曲の音の確認
第11回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第12回：演奏表現の工夫及び暗譜
第13回：このセメスターで学んだ曲の復習
第14回：復習の続き
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◆

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）◆

各自の課題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◆



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

CCP918N

ピアノ実技ＡⅥ

（Ｐ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器ソリスト・コース、アンサンブル・ピアノ・コースの科目に必要なピアノ技術、演奏解釈、表現法などを学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

１セメ：１単位（２３分）の個人レッスン
それぞれのコースが求める資質をさらに高め、レパートリーを拡大する。

第1回：15回の授業のガイダンス
第2回：それぞれの課題曲の音の確認
第3回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第4回：演奏表現の工夫及び暗譜
第5回：新たな課題の選曲、基礎知識を得る
第6回：実技試験へ向けて課題曲の選択
第7回：課題曲の音の確認
第8回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第9回：演奏表現の工夫
第10回：演奏表現、技術的な問題の確認
第11回：演奏表現、技術のレヴェルアップ
第12回：暗譜の確認
第13回：演奏を録音し客観的に演奏を聴く
第14回：最後の仕上げ
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◆

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）◆

各自の課題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◆



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

CCP920N

ピアノ実技ＡⅦ

（Ｐ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器ソリスト・コース、アンサンブル・ピアノ・コースの科目に必要なピアノ技術、演奏解釈、表現法などを学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

１セメ：１単位（２３分）の個人レッスン
それぞれのコースが求める資質をさらに高め、レパートリーを拡大する。

第1回：15回の授業のガイダンス
第2回：それぞれの課題曲の音の確認
第3回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第4回：演奏表現の工夫及び暗譜
第5回：新たな課題の選曲、基礎知識を得る
第6回：課題曲の音の確認
第7回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第8回：演奏表現の工夫及び暗譜
第9回：新たな課題の選曲、基礎知識を得る
第10回：課題曲の音の確認
第11回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第12回：演奏表現の工夫及び暗譜
第13回：このセメスターで学んだ曲の復習
第14回：復習の続き
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◆

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）◆

各自の課題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◆



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

CCP921N

ピアノ実技ＡⅧ

（Ｐ）

◆授業目標◆

鍵盤楽器ソリスト・コース、アンサンブル・ピアノ・コースの科目に必要なピアノ技術、演奏解釈、表現法などを学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

１セメ：１単位（２３分）の個人レッスン
それぞれのコースが求める資質をさらに高め、レパートリーを拡大する。

第1回：15回の授業のガイダンス
第2回：それぞれの課題曲の音の確認
第3回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第4回：演奏表現の工夫及び暗譜
第5回：新たな課題の選曲、基礎知識を得る
第6回：実技試験へ向けて課題曲の選択
第7回：課題曲の音の確認
第8回：課題曲の多様な演奏表現の検討
第9回：演奏表現の工夫
第10回：演奏表現、技術的な問題の確認
第11回：演奏表現、技術のレヴェルアップ
第12回：暗譜の確認
第13回：演奏を録音し客観的に演奏を聴く
第14回：最後の仕上げ
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◆

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）◆

各自の課題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◆



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

弦管打実技Ａ（弦管打）Ⅲ

（Ｓ）

◆授業目標◆

コースでの学修に生かすため、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演奏技術と表現力を磨く。

◆授業内容・計画◆

第１回　弦管打実技ＡⅢの目標と進め方の確認
第２回　弦管打実技ＡⅡ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⑦(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第４回　課題曲⑦(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第５回　課題曲⑦(重奏) 互いに聴き合った演奏表現の工夫
第６回　課題曲⑦(重奏) 仕上げ
第７回　課題曲⑧(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第８回　課題曲⑧(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第９回　課題曲⑧(重奏) 互いに聴き合った演奏表現の工夫
第10回　課題曲⑧(重奏) 仕上げ
第11回　課題曲⑨(ソロ) 音の確認と演奏のポイント
第12回　課題曲⑨(ソロ) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第13回　課題曲⑨(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⑨(ソロ) 仕上げ
第15回　弦管打実技ＡⅢ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◆

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回に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◆



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

弦管打実技Ａ（弦管打）Ⅳ

（Ｓ）

◆授業目標◆

コースでの学修に生かすため、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演奏技術と表現力を一層磨く。

◆授業内容・計画◆

第１回　弦管打実技ＡⅣの目標と進め方の確認
第２回　弦管打実技ＡⅢ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⑩(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第４回　課題曲⑩(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第５回　課題曲⑩(重奏) 互いに聴き合った演奏表現の工夫
第６回　課題曲⑩(重奏) 仕上げ
第７回　課題曲⑪(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第８回　課題曲⑪(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第９回　課題曲⑪(重奏) 互いに聴き合った演奏表現の工夫
第10回　課題曲⑪(重奏) 仕上げ
第11回　課題曲⑫(ソロ) 音の確認と演奏のポイント
第12回　課題曲⑫(ソロ) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第13回　課題曲⑫(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⑫(ソロ) 仕上げ
第15回　弦管打実技ＡⅣ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◆

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回に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◆



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

弦管打実技Ａ（弦管打）Ⅴ

（Ｓ）

◆授業目標◆

コースでの学修に生かすため、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高い演奏技術と表現力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　弦管打実技ＡⅤにおける自己の課題確認のための演奏
第２回　奏法の研究
第３回　課題曲Ⅴ-①第１楽章
第４回　課題曲Ⅴ-①第２楽章
第５回　課題曲Ⅴ-①第３楽章
第６回　課題曲Ⅴ-①第４楽章
第７回　課題曲Ⅴ-②第１楽章
第８回　課題曲Ⅴ-②第２楽章
第９回　課題曲Ⅴ-②第３楽章
第10回　課題曲Ⅴ-②第４楽章
第11回　課題曲Ⅴ-③第１楽章
第12回　課題曲Ⅴ-③第２楽章
第13回　課題曲Ⅴ-③第３楽章
第14回　課題曲Ⅴ-③第４楽章
第15回　弦管打実技ＡⅤ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◆

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回に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◆



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

弦管打実技Ａ（弦管打）Ⅵ

（Ｓ）

◆授業目標◆

コースでの学修に生かすため、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高い演奏技術と表現力を高める。

◆授業内容・計画◆

第１回　弦管打実技ＡⅤの復習と自己の課題確認のための演奏
第２回　楽曲の解釈の研究
第３回　課題曲Ⅵ-①第１楽章
第４回　課題曲Ⅵ-①第２楽章
第５回　課題曲Ⅵ-①第３楽章
第６回　課題曲Ⅵ-①第４楽章
第７回　課題曲Ⅵ-②第１楽章
第８回　課題曲Ⅵ-②第２楽章
第９回　課題曲Ⅵ-②第３楽章
第10回　課題曲Ⅵ-②第４楽章
第11回　課題曲Ⅵ-③第１楽章
第12回　課題曲Ⅵ-③第２楽章
第13回　課題曲Ⅵ-③第３楽章
第14回　課題曲Ⅵ-③第４楽章
第15回　弦管打実技ＡⅥ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◆

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回に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◆



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

弦管打実技Ａ（弦管打）Ⅶ

（Ｓ）

◆授業目標◆

コースでの学修に生かすため、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高い演奏技術と表現力を磨く。

◆授業内容・計画◆

第１回　弦管打実技ＡⅥの復習と自己の課題確認のための演奏
第２回　多様なジャンルの特徴の研究
第３回　課題曲Ⅶ-①第１楽章
第４回　課題曲Ⅶ-①第２楽章
第５回　課題曲Ⅶ-①第３楽章
第６回　課題曲Ⅶ-①第４楽章
第７回　課題曲Ⅶ-②第１楽章
第８回　課題曲Ⅶ-②第２楽章
第９回　課題曲Ⅶ-②第３楽章
第10回　課題曲Ⅶ-②第４楽章
第11回　課題曲Ⅶ-③第１楽章
第12回　課題曲Ⅶ-③第２楽章
第13回　課題曲Ⅶ-③第３楽章
第14回　課題曲Ⅶ-③第４楽章
第15回　弦管打実技ＡⅦ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◆

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回に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◆



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

弦管打実技Ａ（弦管打）Ⅷ

（Ｓ）

◆授業目標◆

コースでの学修に生かすため、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高い演奏技術と表現力を一層磨く。

◆授業内容・計画◆

第１回　弦管打実技ＡⅦの復習と自己の課題確認のための演奏
第２回　コンクールや演奏会に応じた演奏表現の研究
第３回　課題曲Ⅷ-①第１楽章
第４回　課題曲Ⅷ-①第２楽章
第５回　課題曲Ⅷ-①第３楽章
第６回　課題曲Ⅷ-①第４楽章
第７回　課題曲Ⅷ-②第１楽章
第８回　課題曲Ⅷ-②第２楽章
第９回　課題曲Ⅷ-②第３楽章
第10回　課題曲Ⅷ-②第４楽章
第11回　課題曲Ⅷ-③第１楽章
第12回　課題曲Ⅷ-③第２楽章
第13回　課題曲Ⅷ-③第３楽章
第14回　課題曲Ⅷ-③第４楽章
第15回　弦管打実技ＡⅧ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◆

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回に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◆



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

弦管打実技Ｂ（弦管打）Ⅲ

（Ｓ）

◆授業目標◆

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、アンサンブルやピアノ伴奏のつい
たソロの演奏表現を工夫する。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　弦管打実技ＢⅡ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⑦(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第４回　課題曲⑦(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第５回　課題曲⑦(重奏) 互いに聴き合った演奏表現の工夫
第６回　課題曲⑦(重奏) 仕上げ
第７回　課題曲⑧(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第８回　課題曲⑧(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第９回　課題曲⑧(重奏) 互いに聴き合った演奏表現の工夫
第10回　課題曲⑧(重奏) 仕上げ
第11回　課題曲⑨(ソロ) 音の確認と演奏のポイント
第12回　課題曲⑨(ソロ) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第13回　課題曲⑨(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⑨(ソロ) 仕上げ
第15回　弦管打実技ＢⅢ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◆

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◆



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

弦管打実技Ｂ（弦管打）Ⅳ

（Ｓ）

◆授業目標◆

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、曲にふさわしい音楽表現を工夫し
て、アンサンブルやピアノ伴奏のついたソロの演奏表現をする。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　弦管打実技ＢⅢ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⑩(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第４回　課題曲⑩(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第５回　課題曲⑩(重奏) 互いに聴き合った演奏表現の工夫
第６回　課題曲⑩(重奏) 仕上げ
第７回　課題曲⑪(重奏) 音の確認と演奏のポイント
第８回　課題曲⑪(重奏) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第９回　課題曲⑪(重奏) 互いに聴き合った演奏表現の工夫
第10回　課題曲⑪(重奏) 仕上げ
第11回　課題曲⑫(ソロ) 音の確認と演奏のポイント
第12回　課題曲⑫(ソロ) 楽曲の背景と演奏表現の検討
第13回　課題曲⑫(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⑫(ソロ) 仕上げ
第15回　弦管打実技ＢⅣ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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-127 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

VMS417N

オペラ演習Ⅰ

久保田　真澄

◆授業目標◆

オペラの歌唱・演技表現の基礎を学び、モーツァルトを中心とするオペラ作品のアンサンブル演習を通して、オペラの基本的舞台表現法の
習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

モーツァルトのオペラ作品から重唱曲を取り上げ、歌い演ずることを通して、オペラの歌唱・演技表現の基礎を学ぶ。「フィガロの結婚」「コシ・
ファン・トゥッテ」「魔笛」「ドン・ジョヴァンニ」の中から選曲し、基礎的な表現法を身につける。
個々の声種・声質と希望する役柄を確認し、曲目やシーンを決めた後、音楽稽古、立ち稽古、通し稽古と進行させていく。日本語訳詩を使う
場合もある。
1）オリエンテーション・声聞き
2）演目、配役、役割分担決め
3）音楽稽古1（楽譜読み）
4）音楽稽古2（アンサンブル稽古）
5）音楽稽古3（暗譜稽古）
6）舞台設定計画、暗譜確認
7）演出プラン説明、立ち稽古準備
8）立ち稽古1（大まかな動きをつける）
9）立ち稽古2（動きながら歌うことに慣れる）
10）立ち稽古3（歌と演技の表現を連動させる）
11）荒通し稽古
12）通し稽古
13）返し稽古（表現の再確認）
14）授業内発表会
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業前に、課題となった演目、役柄に関して十分に調べ、演奏する曲を十分に練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

オペラの重唱曲やシーンの授業であるから、欠席の無いように留意すること。また、譜読みや暗譜など、授業に対する準備を十分に行うこ
と。立ち稽古に入ってからの稽古着に関しては授業中に指示する。

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）◆

「オペラ重唱名曲集１，２，３」(全音楽譜出版社)、ほか、適宜指示する。

◆参考図書◆

一般的なオペラ解説書、各オペラの対訳など。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-127 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

VMS417N

オペラ演習Ⅰ

黒田　博

◆授業目標◆

オペラの歌唱・演技表現の基礎を学び、モーツァルトを中心とするオペラ作品のアンサンブル演習を通して、オペラの基本的舞台表現法の
習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

モーツァルトのオペラ作品から重唱曲を取り上げ、歌い演ずることを通して、オペラの歌唱・演技表現の基礎を学ぶ。「フィガロの結婚」「コシ・
ファン・トゥッテ」「魔笛」「ドン・ジョヴァンニ」の中から選曲し、基礎的な表現法を身につける。
個々の声種・声質と希望する役柄を確認し、曲目やシーンを決めた後、音楽稽古、立ち稽古、通し稽古と進行させていく。日本語訳詩を使う
場合もある。
1）オリエンテーション・声聞き
2）演目、配役、役割分担決め
3）音楽稽古1（楽譜読み）
4）音楽稽古2（アンサンブル稽古）
5）音楽稽古3（暗譜稽古）
6）舞台設定計画、暗譜確認
7）演出プラン説明、立ち稽古準備
8）立ち稽古1（大まかな動きをつける）
9）立ち稽古2（動きながら歌うことに慣れる）
10）立ち稽古3（歌と演技の表現を連動させる）
11）荒通し稽古
12）通し稽古
13）返し稽古（表現の再確認）
14）授業内発表会
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

課題とされた演目、役柄に関して調べ、演奏する曲を十分に練習して授業に備えること。(目安毎日３０分)
また、授業前には必ず日本語訳をしてくること。(辞書を使って自らの言葉になるよう考えること。目安９０分)

◆成績評価の方法◆

オペラの重唱曲やシーンの授業であるから、欠席の無いように留意すること。また、譜読みや暗譜など、授業に対する準備を十分に行うこ
と。立ち稽古に入ってからの稽古着に関しては授業中に指示する。

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）◆

「オペラ重唱名曲集１，２，３」(全音楽譜出版社)、ほか、適宜指示する。

◆参考図書◆

一般的なオペラ解説書、各オペラの対訳など。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-127 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

VMS417N

オペラ演習Ⅰ

下原　千恵子

◆授業目標◆

オペラの歌唱・演技表現の基礎を学び、モーツァルトを中心とするオペラ作品のアンサンブル演習を通して、オペラの基本的舞台表現法の
習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

モーツァルトのオペラ作品から重唱曲を取り上げ、歌い演ずることを通して、オペラの歌唱・演技表現の基礎を学ぶ。「フィガロの結婚」「コシ・
ファン・トゥッテ」「魔笛」「ドン・ジョヴァンニ」の中から選曲し、基礎的な表現法を身につける。
個々の声種・声質と希望する役柄を確認し、曲目やシーンを決めた後、音楽稽古、立ち稽古、通し稽古と進行させていく。日本語訳詩を使う
場合もある。
1）オリエンテーション・声聞き
2）演目、配役、役割分担決め
3）音楽稽古1（楽譜読み）
4）音楽稽古2（アンサンブル稽古）
5）音楽稽古3（暗譜稽古）
6）舞台設定計画、暗譜確認
7）演出プラン説明、立ち稽古準備
8）立ち稽古1（大まかな動きをつける）
9）立ち稽古2（動きながら歌うことに慣れる）
10）立ち稽古3（歌と演技の表現を連動させる）
11）荒通し稽古
12）通し稽古
13）返し稽古（表現の再確認）
14）授業内発表会
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業前に、課題となった演目、役柄に関して十分に調べ、演奏する曲を十分に練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

オペラの重唱曲やシーンの授業であるから、欠席の無いように留意すること。また、譜読みや暗譜など、授業に対する準備を十分に行うこ
と。立ち稽古に入ってからの稽古着に関しては授業中に指示する。

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）◆

「オペラ重唱名曲集１，２，３」(全音楽譜出版社)、ほか、適宜指示する。

◆参考図書◆

一般的なオペラ解説書、各オペラの対訳など。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 N-127 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

VMS417N

オペラ演習Ⅰ

山下　浩司

◆授業目標◆

オペラの歌唱・演技表現の基礎を学び、モーツァルトを中心とするオペラ作品のアンサンブル演習を通して、オペラの基本的舞台表現法の
習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

モーツァルトのオペラ作品から重唱曲を取り上げ、歌い演ずることを通して、オペラの歌唱・演技表現の基礎を学ぶ。「フィガロの結婚」「コシ・
ファン・トゥッテ」「魔笛」「ドン・ジョヴァンニ」の中から選曲し、基礎的な表現法を身につける。
個々の声種・声質と希望する役柄を確認し、曲目やシーンを決めた後、音楽稽古、立ち稽古、通し稽古と進行させていく。日本語訳詩を使う
場合もある。
1）オリエンテーション・声聞き
2）演目、配役、役割分担決め
3）音楽稽古1（楽譜読み）
4）音楽稽古2（アンサンブル稽古）
5）音楽稽古3（暗譜稽古）
6）舞台設定計画、暗譜確認
7）演出プラン説明、立ち稽古準備
8）立ち稽古1（大まかな動きをつける）
9）立ち稽古2（動きながら歌うことに慣れる）
10）立ち稽古3（歌と演技の表現を連動させる）
11）荒通し稽古
12）通し稽古
13）返し稽古（表現の再確認）
14）授業内発表会
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業前に、課題となった演目、役柄に関して十分に調べ、演奏する曲を十分に練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

オペラの重唱曲やシーンの授業であるから、欠席の無いように留意すること。また、譜読みや暗譜など、授業に対する準備を十分に行うこ
と。立ち稽古に入ってからの稽古着に関しては授業中に指示する。

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）◆

「オペラ重唱名曲集１，２，３」(全音楽譜出版社)、ほか、適宜指示する。

◆参考図書◆

一般的なオペラ解説書、各オペラの対訳など。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

VMS418N

オペラ演習Ⅱ

久保田　真澄

◆授業目標◆

オペラ演習Ⅰでの学習を発展させ、重唱曲などのアンサンブル演習を通して、総合芸術と言われるオペラの舞台表現法の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

モーツァルトのオペラ作品をはじめ、様々なオペラの場面を、簡単な小道具等を使用し、実際に歌い演ずることを通してオペラの表現法を学
ぶ。
レチタティーヴォ・セッコも含めたシーンを題材として取り上げ、舞台表現法を身につける。
個々の声種・声質と希望する役柄を確認し、シーンを決めた後、音楽稽古、立ち稽古、通し稽古、発表会へと進行させていく。
1）オリエンテーション
2）演目、配役、役割分担決め
3）音楽稽古1（楽譜読み）
4）音楽稽古2（アンサンブル稽古）
5）音楽稽古3（暗譜稽古）
6）舞台設定計画、暗譜確認
7）演出プラン説明、立ち稽古準備
8）立ち稽古1（大まかな動きをつける）
9）立ち稽古2（動きながら歌うことに慣れる）
10）立ち稽古3（歌と演技の表現を連動させる）
11）荒通し稽古
12）通し稽古
13）返し稽古（表現や進行の再確認)
14）発表会
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業前に、課題となった演目、役柄に関して十分に調べ、演奏する曲を十分に練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

オペラの重唱曲やシーンの授業であるから、欠席の無いように留意すること。また、譜読みや暗譜など、授業に対する準備を十分に行うこ
と。立ち稽古に入ってからの稽古着に関しては授業中に指示する。

発表会およ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）◆

「オペラ重唱名曲集１，２，３」(全音楽譜出版社)、ほか、適宜指示する。

◆参考図書◆

一般的なオペラ解説書、各オペラの対訳など。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

VMS418N

オペラ演習Ⅱ

黒田　博

◆授業目標◆

オペラ演習Ⅰでの学習を発展させ、重唱曲などのアンサンブル演習を通して、総合芸術と言われるオペラの舞台表現法の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

モーツァルトのオペラ作品をはじめ、様々なオペラの場面を、簡単な小道具等を使用し、実際に歌い演ずることを通してオペラの表現法を学
ぶ。
レチタティーヴォ・セッコも含めたシーンを題材として取り上げ、舞台表現法を身につける。
個々の声種・声質と希望する役柄を確認し、シーンを決めた後、音楽稽古、立ち稽古、通し稽古、発表会へと進行させていく。
1）オリエンテーション
2）演目、配役、役割分担決め
3）音楽稽古1（楽譜読み）
4）音楽稽古2（アンサンブル稽古）
5）音楽稽古3（暗譜稽古）
6）舞台設定計画、暗譜確認
7）演出プラン説明、立ち稽古準備
8）立ち稽古1（大まかな動きをつける）
9）立ち稽古2（動きながら歌うことに慣れる）
10）立ち稽古3（歌と演技の表現を連動させる）
11）荒通し稽古
12）通し稽古
13）返し稽古（表現や進行の再確認)
14）発表会
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

課題とされた演目、役柄に関して調べ、演奏する曲を十分に練習して授業に備えること。(目安毎日３０分)
また、授業前には必ず日本語訳をしてくること。(辞書を使って自らの言葉になるよう考えること。目安９０分)。

◆成績評価の方法◆

オペラの重唱曲やシーンの授業であるから、欠席の無いように留意すること。また、譜読みや暗譜など、授業に対する準備を十分に行うこ
と。立ち稽古に入ってからの稽古着に関しては授業中に指示する。

発表会およ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）◆

「オペラ重唱名曲集１，２，３」(全音楽譜出版社)、ほか、適宜指示する。

◆参考図書◆

一般的なオペラ解説書、各オペラの対訳など。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

VMS418N

オペラ演習Ⅱ

下原　千恵子

◆授業目標◆

オペラ演習Ⅰでの学習を発展させ、重唱曲などのアンサンブル演習を通して、総合芸術と言われるオペラの舞台表現法の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

モーツァルトのオペラ作品をはじめ、様々なオペラの場面を、簡単な小道具等を使用し、実際に歌い演ずることを通してオペラの表現法を学
ぶ。
レチタティーヴォ・セッコも含めたシーンを題材として取り上げ、舞台表現法を身につける。
個々の声種・声質と希望する役柄を確認し、シーンを決めた後、音楽稽古、立ち稽古、通し稽古、発表会へと進行させていく。
1）オリエンテーション
2）演目、配役、役割分担決め
3）音楽稽古1（楽譜読み）
4）音楽稽古2（アンサンブル稽古）
5）音楽稽古3（暗譜稽古）
6）舞台設定計画、暗譜確認
7）演出プラン説明、立ち稽古準備
8）立ち稽古1（大まかな動きをつける）
9）立ち稽古2（動きながら歌うことに慣れる）
10）立ち稽古3（歌と演技の表現を連動させる）
11）荒通し稽古
12）通し稽古
13）返し稽古（表現や進行の再確認)
14）発表会
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業前に、課題となった演目、役柄に関して十分に調べ、演奏する曲を十分に練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

オペラの重唱曲やシーンの授業であるから、欠席の無いように留意すること。また、譜読みや暗譜など、授業に対する準備を十分に行うこ
と。立ち稽古に入ってからの稽古着に関しては授業中に指示する。

発表会およ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）◆

「オペラ重唱名曲集１，２，３」(全音楽譜出版社)、ほか、適宜指示する。

◆参考図書◆

一般的なオペラ解説書、各オペラの対訳など。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

VMS418N

オペラ演習Ⅱ

山下　浩司

◆授業目標◆

オペラ演習Ⅰでの学習を発展させ、重唱曲などのアンサンブル演習を通して、総合芸術と言われるオペラの舞台表現法の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

モーツァルトのオペラ作品をはじめ、様々なオペラの場面を、簡単な小道具等を使用し、実際に歌い演ずることを通してオペラの表現法を学
ぶ。
レチタティーヴォ・セッコも含めたシーンを題材として取り上げ、舞台表現法を身につける。
個々の声種・声質と希望する役柄を確認し、シーンを決めた後、音楽稽古、立ち稽古、通し稽古、発表会へと進行させていく。
1）オリエンテーション
2）演目、配役、役割分担決め
3）音楽稽古1（楽譜読み）
4）音楽稽古2（アンサンブル稽古）
5）音楽稽古3（暗譜稽古）
6）舞台設定計画、暗譜確認
7）演出プラン説明、立ち稽古準備
8）立ち稽古1（大まかな動きをつける）
9）立ち稽古2（動きながら歌うことに慣れる）
10）立ち稽古3（歌と演技の表現を連動させる）
11）荒通し稽古
12）通し稽古
13）返し稽古（表現や進行の再確認)
14）発表会
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業前に、課題となった演目、役柄に関して十分に調べ、演奏する曲を十分に練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

オペラの重唱曲やシーンの授業であるから、欠席の無いように留意すること。また、譜読みや暗譜など、授業に対する準備を十分に行うこ
と。立ち稽古に入ってからの稽古着に関しては授業中に指示する。

発表会およ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）◆

「オペラ重唱名曲集１，２，３」(全音楽譜出版社)、ほか、適宜指示する。

◆参考図書◆

一般的なオペラ解説書、各オペラの対訳など。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-121 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

VMS419N

アンサンブル（歌曲･オラトリオ）演習Ⅰ

黒田　博

◆授業目標◆

歌唱力向上を目標に努力する中で、重唱においてはお互いの声質やハーモニーも認識し合い、より良いバランス感覚を身に付け、声楽アン
サンブルが生み出す響きの美しさ、音楽の楽しさを体得できる。

◆授業内容・計画◆

　バロックから古典派、ロマン派におけるオラトリオ等の宗教作品やドイツ歌曲の重唱曲を履修学生の声種などを考慮した上で選曲し、小規
模な重唱曲からオラトリオのソリストアンサンブル、そしてバッハのコラール等の合唱まで様々なアンサンブルの形態を体験できる。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：J.S.バッハのコラール(１) 音の確認
第３回：J.S.バッハのコラール(２) 詩の理解
第４回：J.S.バッハのコラール(３) 音楽表現
第５回：メンデスゾーン重唱曲（１）各声部の音取り
第６回：メンデスゾーン重唱曲（２）ドイツ語の理解
第７回：ペルゴレージの女声宗教曲(１)音の確認
第８回：ペルゴレージの女声宗教曲(２)詩の理解
第９回：ペルゴレージの女声宗教曲(３)音楽表現
第10回：ペルゴレージの女声宗教曲(4)まとめ
第11回：メンデルスゾーン重唱曲(3)音の確認
第12回：メンデルスゾーン重唱曲(4)詩の理解
第13回：メンデルスゾーン重唱曲のまとめ
第14回：アンサンブル演習Ⅰのまとめ
第15回：授業内発表会

◆準備学習の内容◆

新曲に関しては音取りをして、歌詞の意味調べをし、内容を理解しておく。授業の復習と準備を１日２０分ほど練習することが望ましい。

◆成績評価の方法◆

歌曲・ソリストコース、声楽コース以外の履修は認めない。
ドイツ語の発音、学力の向上に務める事。

授業内評価
　平常の授業への取組み（曲の準備ができているか、積極的に参加したか）と授業内発表により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時に提示、プリントを配布

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

VMS419N

アンサンブル（歌曲･オラトリオ）演習Ⅰ

本島　阿佐子

◆授業目標◆

歌唱力向上を目標に努力する中で、重唱においてはお互いの声質やハーモニーも認識し合い、より良いバランス感覚を身に付け、声楽アン
サンブルが生み出す響きの美しさ、音楽の楽しさを体得できる。

◆授業内容・計画◆

　バロックから古典派、ロマン派におけるオラトリオ等の宗教作品やドイツ歌曲の重唱曲を履修学生の声種などを考慮した上で選曲し、小規
模な重唱曲からオラトリオのソリストアンサンブル、そしてバッハのコラール等の合唱まで様々なアンサンブルの形態を体験できる。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：J.S.バッハのコラール(１) 音の確認
第３回：J.S.バッハのコラール(２) 詩の理解
第４回：J.S.バッハのコラール(３) 音楽表現
第５回：メンデスゾーン重唱曲（１）各声部の音取り
第６回：メンデスゾーン重唱曲（２）ドイツ語の理解
第７回：ペルゴレージの女声宗教曲(１)音の確認
第８回：ペルゴレージの女声宗教曲(２)詩の理解
第９回：ペルゴレージの女声宗教曲(３)音楽表現
第10回：ペルゴレージの女声宗教曲(4)まとめ
第11回：メンデルスゾーン重唱曲(3)音の確認
第12回：メンデルスゾーン重唱曲(4)詩の理解
第13回：メンデルスゾーン重唱曲のまとめ
第14回：アンサンブル演習Ⅰのまとめ
第15回：授業内発表会

◆準備学習の内容◆

新曲に関しては音取りをして、歌詞の意味調べをし、内容を理解しておく。授業の復習と準備を１日２０分ほど練習することが望ましい。

◆成績評価の方法◆

歌曲・ソリストコース、声楽コース以外の履修は認めない。
ドイツ語の発音、学力の向上に務める事。

授業内評価
　平常の授業への取組み（曲の準備ができているか、積極的に参加したか）と授業内発表により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時に提示、プリントを配布

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-121 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

VMS420N

アンサンブル（歌曲･オラトリオ）演習Ⅱ

黒田　博

◆授業目標◆

歌唱力向上を目標に努力する中で、重唱においてはお互いの声質やハーモニーも認識し合い、より良いバランス感覚を身に付け、声楽アン
サンブルが生み出す響きの美しさ、音楽の楽しさを体得できる。

◆授業内容・計画◆

　バロックから古典派、ロマン派におけるオラトリオ等の宗教作品やドイツ歌曲の重唱曲を授業参加者の声種などを考慮した上で選曲し、小
規模な重唱曲からオラトリオのソリストアンサンブル、そしてバッハのコラール等の合唱まで様々なアンサンブルの形態を体験できる。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：バッハのカンタータ(1)各パートの音を確認
第３回：バッハのカンタータ(2)歌詞(ドイツ語)の理解
第４回：バッハのカンタータ(3)音楽的なまとめ
第５回：ブラームスの重唱作品(1)各パートの音取り
第６回：ブラームスの重唱作品(2)歌詞の理解
第７回：ブラームスの重唱作品(3)音楽的なまとめ
第８回：シューベルトの二重唱(1)各パートの音を確認
第９回：シューベルトの二重唱(2)詩の背景、まとめ
第10回：ブラームスの重唱作品(4)各パートの音取り
第11回：ブラームスの重唱作品(5)歌詞の理解
第12回：ブラームスの重唱作品(6)音楽的なまとめ
第13回：シューマンの二重唱(1)音の確認、歌詞の理解
第14回：シューマンの二重唱(2)まとめ、作品研究
第15回：アンサンブル演習Ⅱのまとめ、発表会
 

 ＊後日、学内発表会を予定（公開）

◆準備学習の内容◆

新曲に関しては音取りをして、歌詞の意味調べをし、内容を理解しておく。授業の復習と準備を１日２０分ほど練習することが望ましい。

◆成績評価の方法◆

歌曲・ソリストコース、声楽コース以外の履修は認めない。
ドイツ語の発音、学力の向上に務める事。

平常の授業への取組み（曲の準備ができているか、積極的に参加したか）と公開発表会で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時に提示、プリントを配布

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-135 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

VMS420N

アンサンブル（歌曲･オラトリオ）演習Ⅱ

本島　阿佐子

◆授業目標◆

歌唱力向上を目標に努力する中で、重唱においてはお互いの声質やハーモニーも認識し合い、より良いバランス感覚を身に付け、声楽アン
サンブルが生み出す響きの美しさ、音楽の楽しさを体得できる。

◆授業内容・計画◆

　バロックから古典派、ロマン派におけるオラトリオ等の宗教作品やドイツ歌曲の重唱曲を授業参加者の声種などを考慮した上で選曲し、小
規模な重唱曲からオラトリオのソリストアンサンブル、そしてバッハのコラール等の合唱まで様々なアンサンブルの形態を体験できる。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：バッハのカンタータ(1)各パートの音を確認
第３回：バッハのカンタータ(2)歌詞(ドイツ語)の理解
第４回：バッハのカンタータ(3)音楽的なまとめ
第５回：ブラームスの重唱作品(1)各パートの音取り
第６回：ブラームスの重唱作品(2)歌詞の理解
第７回：ブラームスの重唱作品(3)音楽的なまとめ
第８回：シューベルトの二重唱(1)各パートの音を確認
第９回：シューベルトの二重唱(2)詩の背景、まとめ
第10回：ブラームスの重唱作品(4)各パートの音取り
第11回：ブラームスの重唱作品(5)歌詞の理解
第12回：ブラームスの重唱作品(6)音楽的なまとめ
第13回：シューマンの二重唱(1)音の確認、歌詞の理解
第14回：シューマンの二重唱(2)まとめ、作品研究
第15回：アンサンブル演習Ⅱのまとめ、発表会
 

 ＊後日、学内発表会を予定（公開）

◆準備学習の内容◆

新曲に関しては音取りをして、歌詞の意味調べをし、内容を理解しておく。授業の復習と準備を１日２０分ほど練習することが望ましい。

◆成績評価の方法◆

歌曲・ソリストコース、声楽コース以外の履修は認めない。
ドイツ語の発音、学力の向上に務める事。

平常の授業への取組み（曲の準備ができているか、積極的に参加したか）と公開発表会で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時に提示、プリントを配布

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-113 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

CCS427N

ピアノコンチェルト･アンサンブル演習Ⅲ

大場　郁子

◆授業目標◆

ピアノコンチェルト・アンサンブル演習Ⅰ,IIで学んだことをより発展させ、2台ピアノによって古典派・ロマン派のピアノ協奏曲を学ぶことができ
る。オーケストラパートの理解は勿論、オーケストラと合わせるときの感覚、注意事項などを実際に演習できる。

◆授業内容・計画◆

●課題曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番ハ短調
グリーグ：ピアノ協奏曲イ短調
上記２曲から第1楽章を各自自由選択。

第１回：CD,DVDを見ながら作品を鑑賞、基礎知識を得る
第２回：提示部1)楽曲研究
第３回：提示部2)オーケストラ部分研究
第４回：提示部3)ピアノとオーケストラのアンサンブル研究
第５回：展開部1)楽曲研究
第６回：展開部2)オーケストラ部分研究
第７回：展開部3)ピアノとオーケストラのアンサンブル研究
第８回：再現部楽曲研究
第９回：カデンツァ研究1)楽曲研究
第１０回：カデンツァ研究2)ソリスティックな奏法研究
第１１回：１楽章の総合的な演奏研究
第１２回：指揮の専門家（森垣桂一先生）による指導講座
第１３回：各クラスで発表演奏
第１４回 : 後期課題曲準備
第１５回まとめ

◆準備学習の内容◆

課題曲の中から各自選択しソロパートにおいては春休み中に練習し準備しておく。
第1回目の授業の時にパートナーを決めるが、オーケストラパートにおいては場合によっては各自選択したソロ曲とは異なる曲を担当する可
能性もある。
複数の曲を同時研究することにより幅広い知識を広めオーケストラとのアンサンブルの経験を深める。
宿題とされた課題を解決するために、個人練習したりアンサンブル練習したりして授業にそなえること。
（毎日一定時間行うことで課題を解決すること。目安1週間120分）

◆成績評価の方法◆

春休み中に提示された作品についてソロ部分を各自練習し準備しておくこと。

授業態度、演奏の質などを考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番ハ短調
グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調
いずれも出版社は問わない。
2台ピアノ版と併せ、オーケストラ・スコアも必ず用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-113 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

CCS427N

ピアノコンチェルト･アンサンブル演習Ⅲ

金子　恵

◆授業目標◆

ピアノコンチェルト・アンサンブル演習Ⅰ,IIで学んだことをより発展させ、2台ピアノによって古典派・ロマン派のピアノ協奏曲を学ぶことができ
る。オーケストラパートの理解は勿論、オーケストラと合わせるときの感覚、注意事項などを実際に演習できる。

◆授業内容・計画◆

●課題曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番ハ短調
グリーグ：ピアノ協奏曲イ短調
上記２曲から第1楽章を各自自由選択。

第１回：CD,DVDを見ながら作品を鑑賞、基礎知識を得る
第２回：提示部1)楽曲研究
第３回：提示部2)オーケストラ部分研究
第４回：提示部3)ピアノとオーケストラのアンサンブル研究
第５回：展開部1)楽曲研究
第６回：展開部2)オーケストラ部分研究
第７回：展開部3)ピアノとオーケストラのアンサンブル研究
第８回：再現部楽曲研究
第９回：カデンツァ研究1)楽曲研究
第１０回：カデンツァ研究2)ソリスティックな奏法研究
第１１回：１楽章の総合的な演奏研究
第１２回：指揮の専門家（森垣桂一先生）による指導講座
第１３回：各クラスで発表演奏
第１４回 : 後期課題曲準備
第１５回まとめ

◆準備学習の内容◆

課題曲の中から各自選択しソロパートにおいては春休み中に練習し準備しておく。
第1回目の授業の時にパートナーを決めるが、オーケストラパートにおいては場合によっては各自選択したソロ曲とは異なる曲を担当する可
能性もある。
複数の曲を同時研究することにより幅広い知識を広めオーケストラとのアンサンブルの経験を深める。
宿題とされた課題を解決するために、個人練習したりアンサンブル練習したりして授業にそなえること。
（毎日一定時間行うことで課題を解決すること。目安1週間120分）

◆成績評価の方法◆

春休み中に提示された作品についてソロ部分を各自練習し準備しておくこと。

授業態度、演奏の質などを考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番ハ短調
グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調
いずれも出版社は問わない。
2台ピアノ版と併せ、オーケストラ・スコアも必ず用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 6-112 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

CCS427N

ピアノコンチェルト･アンサンブル演習Ⅲ

加藤　真一郎

◆授業目標◆

ピアノコンチェルト・アンサンブル演習Ⅰ,IIで学んだことをより発展させ、2台ピアノによって古典派・ロマン派のピアノ協奏曲を学ぶことができ
る。オーケストラパートの理解は勿論、オーケストラと合わせるときの感覚、注意事項などを実際に演習できる。

◆授業内容・計画◆

●課題曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番ハ短調
グリーグ：ピアノ協奏曲イ短調
上記２曲から第1楽章を各自自由選択。

第１回：CD,DVDを見ながら作品を鑑賞、基礎知識を得る
第２回：提示部1)楽曲研究
第３回：提示部2)オーケストラ部分研究
第４回：提示部3)ピアノとオーケストラのアンサンブル研究
第５回：展開部1)楽曲研究
第６回：展開部2)オーケストラ部分研究
第７回：展開部3)ピアノとオーケストラのアンサンブル研究
第８回：再現部楽曲研究
第９回：カデンツァ研究1)楽曲研究
第１０回：カデンツァ研究2)ソリスティックな奏法研究
第１１回：１楽章の総合的な演奏研究
第１２回：指揮の専門家（森垣桂一先生）による指導講座
第１３回：各クラスで発表演奏
第１４回 : 後期課題曲準備
第１５回まとめ

◆準備学習の内容◆

課題曲の中から各自選択しソロパートにおいては春休み中に練習し準備しておく。
第1回目の授業の時にパートナーを決めるが、オーケストラパートにおいては場合によっては各自選択したソロ曲とは異なる曲を担当する可
能性もある。
複数の曲を同時研究することにより幅広い知識を広めオーケストラとのアンサンブルの経験を深める。
宿題とされた課題を解決するために、個人練習したりアンサンブル練習したりして授業にそなえること。
（毎日一定時間行うことで課題を解決すること。目安1週間120分）

◆成績評価の方法◆

春休み中に提示された作品についてソロ部分を各自練習し準備しておくこと。

授業態度、演奏の質などを考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番ハ短調
グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調
いずれも出版社は問わない。
2台ピアノ版と併せ、オーケストラ・スコアも必ず用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 6-112 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

CCS427N

ピアノコンチェルト･アンサンブル演習Ⅲ

河村　初音

◆授業目標◆

ピアノコンチェルト・アンサンブル演習Ⅰ,IIで学んだことをより発展させ、2台ピアノによって古典派・ロマン派のピアノ協奏曲を学ぶことができ
る。オーケストラパートの理解は勿論、オーケストラと合わせるときの感覚、注意事項などを実際に演習できる。

◆授業内容・計画◆

●課題曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番ハ短調
グリーグ：ピアノ協奏曲イ短調
上記２曲から第1楽章を各自自由選択。

第１回：CD,DVDを見ながら作品を鑑賞、基礎知識を得る
第２回：提示部1)楽曲研究
第３回：提示部2)オーケストラ部分研究
第４回：提示部3)ピアノとオーケストラのアンサンブル研究
第５回：展開部1)楽曲研究
第６回：展開部2)オーケストラ部分研究
第７回：展開部3)ピアノとオーケストラのアンサンブル研究
第８回：再現部楽曲研究
第９回：カデンツァ研究1)楽曲研究
第１０回：カデンツァ研究2)ソリスティックな奏法研究
第１１回：１楽章の総合的な演奏研究
第１２回：指揮の専門家（森垣桂一先生）による指導講座
第１３回：各クラスで発表演奏
第１４回 : 後期課題曲準備
第１５回まとめ

◆準備学習の内容◆

課題曲の中から各自選択しソロパートにおいては春休み中に練習し準備しておく。
第1回目の授業の時にパートナーを決めるが、オーケストラパートにおいては場合によっては各自選択したソロ曲とは異なる曲を担当する可
能性もある。
複数の曲を同時研究することにより幅広い知識を広めオーケストラとのアンサンブルの経験を深める。
宿題とされた課題を解決するために、個人練習したりアンサンブル練習したりして授業にそなえること。
（毎日一定時間行うことで課題を解決すること。目安1週間120分）

◆成績評価の方法◆

春休み中に提示された作品についてソロ部分を各自練習し準備しておくこと。

授業態度、演奏の質などを考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番ハ短調
グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調
いずれも出版社は問わない。
2台ピアノ版と併せ、オーケストラ・スコアも必ず用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-113 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

CCS428N

ピアノコンチェルト･アンサンブル演習Ⅳ

大場　郁子

◆授業目標◆

ピアノコンチェルト・アンサンブル演習IIIを受け、より高度な2台ピアノ作品を演習できる。音量や音色のバランス感覚、お互いの感じ方、といっ
た2台ピアノで欠かせない感覚と方法を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

●課題曲
Chopin : ロンド op.73
Schumann=Debussy : カノン形式による６つの練習曲 作品56
Brahms : ハイドンの主題による変奏曲
Brahms : ５つのワルツ 作品39より（作曲者による２台ピアノ版）
Tchaikovsky : くるみ割り人形（エコノム版）
Debussy : 牧神の午後への前奏曲
Dukas : 魔法使いの弟子
Rachmaninoff : 組曲第1番 , 第2番
Ravel : ラ・ヴァルス, ボレロ
Bartok : 「ミクロコスモス」より７つの小品（作曲者による２台ピアノ版）
Prokofiev : 古典交響曲
Milhaud : スカラムーシュ
以上の曲から選択。

第１回：CDやDVD等によって作品を知る
第２回：各組の選択曲の前半部分の譜読み合わせ
第３回：各組の選択曲の前半部分のDuoとしての楽曲の理解、追求
第４回：各組の選択曲の前半部分の演奏表現の工夫
第５回：各組の選択曲の後半部分の譜読み合わせ
第６回：各組の選択曲の後半部分のDuoとしての楽曲の理解、追求
第７回：各組の選択曲の後半部分の演奏表現の工夫
第８回：ディスカッション
第９回：各組の選択曲以外の曲を学習、譜読み合わせ
第１０回：各組の選択曲以外の曲のDuoとしての楽曲の理解、追求
第１１回：各組の選択曲以外の曲の演奏表現の工夫
第１２回：各組の選択曲の全曲を復習
第１３回：各組の選択曲の全曲を総合的に研究、仕上げ
第１４回：授業内試験と評価
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、授業内公開レッスンの形で授業を展開していく。
2台で一つの音楽表現を作り上げる課程においてパートナーと頻繁に合わせ各々の準備を十分にしておく。
宿題とされた課題を解決するために、個人練習及びアンサンブル練習は、毎日一定時間行うことが必要である。
目安1週間120分。

◆成績評価の方法◆

授業態度、演奏の質などを考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各種版

◆参考図書◆

◆留意事項◆



学期末にクラス合同発表会を開催します。
前期の授業内でパートナーを決めて演奏曲目を課題曲から選択し、夏休み中に各自練習を進めておくようにしておくこと。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-113 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

CCS428N

ピアノコンチェルト･アンサンブル演習Ⅳ

金子　恵

◆授業目標◆

ピアノコンチェルト・アンサンブル演習IIIを受け、より高度な2台ピアノ作品を演習できる。音量や音色のバランス感覚、お互いの感じ方、といっ
た2台ピアノで欠かせない感覚と方法を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

●課題曲
Chopin : ロンド op.73
Schumann=Debussy : カノン形式による６つの練習曲 作品56
Brahms : ハイドンの主題による変奏曲
Brahms : ５つのワルツ 作品39より（作曲者による２台ピアノ版）
Tchaikovsky : くるみ割り人形（エコノム版）
Debussy : 牧神の午後への前奏曲
Dukas : 魔法使いの弟子
Rachmaninoff : 組曲第1番 , 第2番
Ravel : ラ・ヴァルス, ボレロ
Bartok : 「ミクロコスモス」より７つの小品（作曲者による２台ピアノ版）
Prokofiev : 古典交響曲
Milhaud : スカラムーシュ
以上の曲から選択。

第１回：CDやDVD等によって作品を知る
第２回：各組の選択曲の前半部分の譜読み合わせ
第３回：各組の選択曲の前半部分のDuoとしての楽曲の理解、追求
第４回：各組の選択曲の前半部分の演奏表現の工夫
第５回：各組の選択曲の後半部分の譜読み合わせ
第６回：各組の選択曲の後半部分のDuoとしての楽曲の理解、追求
第７回：各組の選択曲の後半部分の演奏表現の工夫
第８回：ディスカッション
第９回：各組の選択曲以外の曲を学習、譜読み合わせ
第１０回：各組の選択曲以外の曲のDuoとしての楽曲の理解、追求
第１１回：各組の選択曲以外の曲の演奏表現の工夫
第１２回：各組の選択曲の全曲を復習
第１３回：各組の選択曲の全曲を総合的に研究、仕上げ
第１４回：授業内試験と評価
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、授業内公開レッスンの形で授業を展開していく。
2台で一つの音楽表現を作り上げる課程においてパートナーと頻繁に合わせ各々の準備を十分にしておく。
宿題とされた課題を解決するために、個人練習及びアンサンブル練習は、毎日一定時間行うことが必要である。
目安1週間120分。

◆成績評価の方法◆

授業態度、演奏の質などを考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各種版

◆参考図書◆

◆留意事項◆



学期末にクラス合同発表会を開催します。
前期の授業内でパートナーを決めて演奏曲目を課題曲から選択し、夏休み中に各自練習を進めておくようにしておくこと。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 6-112 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

CCS428N

ピアノコンチェルト･アンサンブル演習Ⅳ

加藤　真一郎

◆授業目標◆

ピアノコンチェルト・アンサンブル演習IIIを受け、より高度な2台ピアノ作品を演習できる。音量や音色のバランス感覚、お互いの感じ方、といっ
た2台ピアノで欠かせない感覚と方法を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

●課題曲
Chopin : ロンド op.73
Schumann=Debussy : カノン形式による６つの練習曲 作品56
Brahms : ハイドンの主題による変奏曲
Brahms : ５つのワルツ 作品39より（作曲者による２台ピアノ版）
Tchaikovsky : くるみ割り人形（エコノム版）
Debussy : 牧神の午後への前奏曲
Dukas : 魔法使いの弟子
Rachmaninoff : 組曲第1番 , 第2番
Ravel : ラ・ヴァルス, ボレロ
Bartok : 「ミクロコスモス」より７つの小品（作曲者による２台ピアノ版）
Prokofiev : 古典交響曲
Milhaud : スカラムーシュ
以上の曲から選択。

第１回：CDやDVD等によって作品を知る
第２回：各組の選択曲の前半部分の譜読み合わせ
第３回：各組の選択曲の前半部分のDuoとしての楽曲の理解、追求
第４回：各組の選択曲の前半部分の演奏表現の工夫
第５回：各組の選択曲の後半部分の譜読み合わせ
第６回：各組の選択曲の後半部分のDuoとしての楽曲の理解、追求
第７回：各組の選択曲の後半部分の演奏表現の工夫
第８回：ディスカッション
第９回：各組の選択曲以外の曲を学習、譜読み合わせ
第１０回：各組の選択曲以外の曲のDuoとしての楽曲の理解、追求
第１１回：各組の選択曲以外の曲の演奏表現の工夫
第１２回：各組の選択曲の全曲を復習
第１３回：各組の選択曲の全曲を総合的に研究、仕上げ
第１４回：授業内試験と評価
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、授業内公開レッスンの形で授業を展開していく。
2台で一つの音楽表現を作り上げる課程においてパートナーと頻繁に合わせ各々の準備を十分にしておく。
宿題とされた課題を解決するために、個人練習及びアンサンブル練習は、毎日一定時間行うことが必要である。
目安1週間120分。

◆成績評価の方法◆

授業態度、演奏の質などを考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各種版

◆参考図書◆

◆留意事項◆



学期末にクラス合同発表会を開催します。
前期の授業内でパートナーを決めて演奏曲目を課題曲から選択し、夏休み中に各自練習を進めておくようにしておくこと。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 6-112 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

CCS428N

ピアノコンチェルト･アンサンブル演習Ⅳ

河村　初音

◆授業目標◆

ピアノコンチェルト・アンサンブル演習IIIを受け、より高度な2台ピアノ作品を演習できる。音量や音色のバランス感覚、お互いの感じ方、といっ
た2台ピアノで欠かせない感覚と方法を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

●課題曲
Chopin : ロンド op.73
Schumann=Debussy : カノン形式による６つの練習曲 作品56
Brahms : ハイドンの主題による変奏曲
Brahms : ５つのワルツ 作品39より（作曲者による２台ピアノ版）
Tchaikovsky : くるみ割り人形（エコノム版）
Debussy : 牧神の午後への前奏曲
Dukas : 魔法使いの弟子
Rachmaninoff : 組曲第1番 , 第2番
Ravel : ラ・ヴァルス, ボレロ
Bartok : 「ミクロコスモス」より７つの小品（作曲者による２台ピアノ版）
Prokofiev : 古典交響曲
Milhaud : スカラムーシュ
以上の曲から選択。

第１回：CDやDVD等によって作品を知る
第２回：各組の選択曲の前半部分の譜読み合わせ
第３回：各組の選択曲の前半部分のDuoとしての楽曲の理解、追求
第４回：各組の選択曲の前半部分の演奏表現の工夫
第５回：各組の選択曲の後半部分の譜読み合わせ
第６回：各組の選択曲の後半部分のDuoとしての楽曲の理解、追求
第７回：各組の選択曲の後半部分の演奏表現の工夫
第８回：ディスカッション
第９回：各組の選択曲以外の曲を学習、譜読み合わせ
第１０回：各組の選択曲以外の曲のDuoとしての楽曲の理解、追求
第１１回：各組の選択曲以外の曲の演奏表現の工夫
第１２回：各組の選択曲の全曲を復習
第１３回：各組の選択曲の全曲を総合的に研究、仕上げ
第１４回：授業内試験と評価
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、授業内公開レッスンの形で授業を展開していく。
2台で一つの音楽表現を作り上げる課程においてパートナーと頻繁に合わせ各々の準備を十分にしておく。
宿題とされた課題を解決するために、個人練習及びアンサンブル練習は、毎日一定時間行うことが必要である。
目安1週間120分。

◆成績評価の方法◆

授業態度、演奏の質などを考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各種版

◆参考図書◆

◆留意事項◆



学期末にクラス合同発表会を開催します。
前期の授業内でパートナーを決めて演奏曲目を課題曲から選択し、夏休み中に各自練習を進めておくようにしておくこと。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 土１ 単位数 2単位

備考

CCS431N

ピアノ指導研究Ⅲ

大島　優子

◆授業目標◆

前年度のスクーリング生への指導実習による経験を生かして、より適切な指導のあり方を探究し、現場でただちに生かせる実践的なスキル
を身につけると同時に、質の高いピアノ指導者としての能力を習得する。

◆授業内容・計画◆

・各学生が毎週家庭に赴いて指導実習(レッスン)を担当するスクーリング生(各学生が1名のスクーリング生を2年間指導する。幼稚園年長児
～中学1年生が対象)を大学で指導し、教員と４名または５名の学生とのディスカッション形式によって進める。
・円滑な指導実習のため毎回、指導計画表を作成し、レッスンの目標を明確にするとともに、反省点・達成度を確認し、次回につなげる。
・3,4年合同で特別講師の授業を受ける。
・指導実習の成果として、スクーリング生によるピアノ発表会を本学小ホールにて開催し、その企画、運営に携わる。
・2年間の指導研究のまとめとして、レポートを作成する。

第１回　3,4年合同授業①生徒の指導実習報告と教材発表およびレポート研究テーマ発表
第２回　クラス授業①指導実習2年目の目標と計画
第３回　スクーリング授業①生徒の能力の把握と教材見直し
第４回　3,4年合同授業②特別ゲストによる講義
　　　　    「御木本メソッド」
第５回　クラス授業②指導状況や課題点のディスカッション
第６回　スクーリング授業②ミニコンサート課題曲決め
第７回　クラス授業③生徒課題曲の指導ポイントと演奏
第８回　スクーリング授業③ミニコンサート課題曲の指導
第９回　クラス授業④レポート研究テーマと筋立て
第10回　スクーリング授業④リハーサル
第11回　クラス授業⑤レポート内容と参考文献
第12回　スクーリング授業⑤ミニコンサートに向けての仕上げ
第13回　スクーリング生によるミニコンサート
第14回　3,4年合同授業③発表会準備
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回、指導実習(レッスン)に備えて指導計画表を作成し、目標をもって臨む。
・指導実習(レッスン)後、反省点や改善点及び指導成果などを指導計画表に書いて担当教員に提出し、次回に向けてのアドバイスを受ける。
・指導計画表を参考にスクーリングで指導する内容とポイントをしっかりとつかんでおく。
・各行事の企画、運営を学生で話し合い、協力して、円滑に実施できるように準備する。
・コース修了レポートの研究テーマと筋立てを決め、作成を進める。

◆成績評価の方法◆

各自の指導実習で使用する楽譜を事前に提出すること。

平常の授業への取り組みにより評価　指導計画表提出

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 土１ 単位数 2単位

備考

CCS431N

ピアノ指導研究Ⅲ

近藤　伸子

◆授業目標◆

前年度のスクーリング生への指導実習による経験を生かして、より適切な指導のあり方を探究し、現場でただちに生かせる実践的なスキル
を身につけると同時に、質の高いピアノ指導者としての能力を習得する。

◆授業内容・計画◆

・各学生が毎週家庭に赴いて指導実習(レッスン)を担当するスクーリング生(各学生が1名のスクーリング生を2年間指導する。幼稚園年長児
～中学1年生が対象)を大学で指導し、教員と４名または５名の学生とのディスカッション形式によって進める。
・円滑な指導実習のため毎回、指導計画表を作成し、レッスンの目標を明確にするとともに、反省点・達成度を確認し、次回につなげる。
・3,4年合同で特別講師の授業を受ける。
・指導実習の成果として、スクーリング生によるピアノ発表会を本学小ホールにて開催し、その企画、運営に携わる。
・2年間の指導研究のまとめとして、レポートを作成する。

第１回　3,4年合同授業①生徒の指導実習報告と教材発表およびレポート研究テーマ発表
第２回　クラス授業①指導実習2年目の目標と計画
第３回　スクーリング授業①生徒の能力の把握と教材見直し
第４回　3,4年合同授業②特別ゲストによる講義
　　　　    「御木本メソッド」
第５回　クラス授業②指導状況や課題点のディスカッション
第６回　スクーリング授業②ミニコンサート課題曲決め
第７回　クラス授業③生徒課題曲の指導ポイントと演奏
第８回　スクーリング授業③ミニコンサート課題曲の指導
第９回　クラス授業④レポート研究テーマと筋立て
第10回　スクーリング授業④リハーサル
第11回　クラス授業⑤レポート内容と参考文献
第12回　スクーリング授業⑤ミニコンサートに向けての仕上げ
第13回　スクーリング生によるミニコンサート
第14回　3,4年合同授業③発表会準備
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回、指導実習(レッスン)に備えて指導計画表を作成し、目標をもって臨む。
・指導実習(レッスン)後、反省点や改善点及び指導成果などを指導計画表に書いて担当教員に提出し、次回に向けてのアドバイスを受ける。
・指導計画表を参考にスクーリングで指導する内容とポイントをしっかりとつかんでおく。
・各行事の企画、運営を学生で話し合い、協力して、円滑に実施できるように準備する。
・コース修了レポートの研究テーマと筋立てを決め、作成を進める。

◆成績評価の方法◆

各自の指導実習で使用する楽譜を事前に提出すること。

平常の授業への取り組みにより評価　指導計画表提出

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 土１ 単位数 2単位

備考

CCS431N

ピアノ指導研究Ⅲ

進藤　郁子

◆授業目標◆

前年度のスクーリング生への指導実習による経験を生かして、より適切な指導のあり方を探究し、現場でただちに生かせる実践的なスキル
を身につけると同時に、質の高いピアノ指導者としての能力を習得する。

◆授業内容・計画◆

・各学生が毎週家庭に赴いて指導実習(レッスン)を担当するスクーリング生(各学生が1名のスクーリング生を2年間指導する。幼稚園年長児
～中学1年生が対象)を大学で指導し、教員と４名または５名の学生とのディスカッション形式によって進める。
・円滑な指導実習のため毎回、指導計画表を作成し、レッスンの目標を明確にするとともに、反省点・達成度を確認し、次回につなげる。
・3,4年合同で特別講師の授業を受ける。
・指導実習の成果として、スクーリング生によるピアノ発表会を本学小ホールにて開催し、その企画、運営に携わる。
・2年間の指導研究のまとめとして、レポートを作成する。

第１回　3,4年合同授業①生徒の指導実習報告と教材発表およびレポート研究テーマ発表
第２回　クラス授業①指導実習2年目の目標と計画
第３回　スクーリング授業①生徒の能力の把握と教材見直し
第４回　3,4年合同授業②特別ゲストによる講義
　　　　    「御木本メソッド」
第５回　クラス授業②指導状況や課題点のディスカッション
第６回　スクーリング授業②ミニコンサート課題曲決め
第７回　クラス授業③生徒課題曲の指導ポイントと演奏
第８回　スクーリング授業③ミニコンサート課題曲の指導
第９回　クラス授業④レポート研究テーマと筋立て
第10回　スクーリング授業④リハーサル
第11回　クラス授業⑤レポート内容と参考文献
第12回　スクーリング授業⑤ミニコンサートに向けての仕上げ
第13回　スクーリング生によるミニコンサート
第14回　3,4年合同授業③発表会準備
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回、指導実習(レッスン)に備えて指導計画表を作成し、目標をもって臨む。
・指導実習(レッスン)後、反省点や改善点及び指導成果などを指導計画表に書いて担当教員に提出し、次回に向けてのアドバイスを受ける。
・指導計画表を参考にスクーリングで指導する内容とポイントをしっかりとつかんでおく。
・各行事の企画、運営を学生で話し合い、協力して、円滑に実施できるように準備する。
・コース修了レポートの研究テーマと筋立てを決め、作成を進める。
・これらの課題を準備するため、週2時間程度の時間が必要である。

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取り組みにより評価する。指導計画表を随時提出し、フィードバックするとともに、総合的に成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆



各自の指導実習で使用する楽譜を事前に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 土１ 単位数 2単位

備考

CCS432N

ピアノ指導研究Ⅳ

大島　優子

◆授業目標◆

これまでのスクーリング生への指導実習による経験を生かして、より適切な指導のあり方を探究し、現場でただちに生かせる実践的なスキル
を身につけると同時に、質の高いピアノ指導者をめざす。

◆授業内容・計画◆

・各学生が毎週家庭に赴いて指導実習(レッスン)を担当するスクーリング生(各学生が1名のスクーリング生を2年間指導する。幼稚園年長児
～中学1年生が対象)を大学で指導し、教員と４名または５名の学生とのディスカッション形式によって進める。
・円滑な指導実習のため毎回、指導案を作成し、レッスンの目標を明確にするとともに、反省点・達成度を確認し、次回につなげる。
・3,4年合同授業で、特別講師の授業を受ける。
・指導実習の成果として、スクーリング生によるピアノ発表会を本学小ホールにて開催し、その企画、運営に携わる。
・2年間の指導研究のまとめとして、レポートを作成する。

第１回　スクーリング授業①夏休み課題曲の指導
第２回　3,4年合同授業①特別ゲストによる講義
　　　　　　「ソルフェージュ指導法」
第３回　クラス授業①レポート作成
第４回　スクーリング授業②発表会課題曲決め
第５回　クラス授業②レポート作成仕上げ
第６回　スクーリング授業③発表会課題曲指導
第７回　クラス授業③レポート発表
第８回　スクーリング授業④4年スクーリング生合同リハーサル
第９回　クラス授業④課題曲の表現法と演奏
第10回　スクーリング授業⑤発表会課題曲仕上げ
第11回　クラス授業⑤指導実習２年間の感想
第12回　スクーリング生による発表会(講堂小ホール)
第13回　スクーリング生による発表会(講堂小ホール)４年講師演奏（合唱）
第14回　3,4年合同授業②レポート発表、スクーリング生による発表会の反省
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回、指導実習(レッスン)に備えて指導計画表を作成し、目標をもって臨む。
・指導実習(レッスン)後、反省点や改善点及び指導成果などを　指導計画表に書き、担当教員に提出し、次回に向けてのアドバイスを受け
る。
・指導計画表を参考にスクーリングで指導する内容とポイントをしっかりとつかんでおく。
・各行事の企画、運営を学生で話し合い、協力して、円滑に実施できるように準備する。
・修了レポートの作成とプレゼンテーションの練習。

◆成績評価の方法◆

各自の指導実習で使用する楽譜を事前に提出すること。

指導計画表提出　修了レポート提出　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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 土１ 単位数 2単位

備考

CCS432N

ピアノ指導研究Ⅳ

近藤　伸子

◆授業目標◆

これまでのスクーリング生への指導実習による経験を生かして、より適切な指導のあり方を探究し、現場でただちに生かせる実践的なスキル
を身につけると同時に、質の高いピアノ指導者をめざす。

◆授業内容・計画◆

・各学生が毎週家庭に赴いて指導実習(レッスン)を担当するスクーリング生(各学生が1名のスクーリング生を2年間指導する。幼稚園年長児
～中学1年生が対象)を大学で指導し、教員と４名または５名の学生とのディスカッション形式によって進める。
・円滑な指導実習のため毎回、指導案を作成し、レッスンの目標を明確にするとともに、反省点・達成度を確認し、次回につなげる。
・3,4年合同授業で、特別講師の授業を受ける。
・指導実習の成果として、スクーリング生によるピアノ発表会を本学小ホールにて開催し、その企画、運営に携わる。
・2年間の指導研究のまとめとして、レポートを作成する。

第１回　スクーリング授業①夏休み課題曲の指導
第２回　3,4年合同授業①特別ゲストによる講義
　　　　　　「ソルフェージュ指導法」
第３回　クラス授業①レポート作成
第４回　スクーリング授業②発表会課題曲決め
第５回　クラス授業②レポート作成仕上げ
第６回　スクーリング授業③発表会課題曲指導
第７回　クラス授業③レポート発表
第８回　スクーリング授業④4年スクーリング生合同リハーサル
第９回　クラス授業④課題曲の表現法と演奏
第10回　スクーリング授業⑤発表会課題曲仕上げ
第11回　クラス授業⑤指導実習２年間の感想
第12回　スクーリング生による発表会(講堂小ホール)
第13回　スクーリング生による発表会(講堂小ホール)４年講師演奏（合唱）
第14回　3,4年合同授業②レポート発表、スクーリング生による発表会の反省
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回、指導実習(レッスン)に備えて指導計画表を作成し、目標をもって臨む。
・指導実習(レッスン)後、反省点や改善点及び指導成果などを　指導計画表に書き、担当教員に提出し、次回に向けてのアドバイスを受け
る。
・指導計画表を参考にスクーリングで指導する内容とポイントをしっかりとつかんでおく。
・各行事の企画、運営を学生で話し合い、協力して、円滑に実施できるように準備する。
・修了レポートの作成とプレゼンテーションの練習。

◆成績評価の方法◆

各自の指導実習で使用する楽譜を事前に提出すること。

指導計画表提出　修了レポート提出　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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 土１ 単位数 2単位

備考

CCS432N

ピアノ指導研究Ⅳ

進藤　郁子

◆授業目標◆

これまでのスクーリング生への指導実習による経験を生かして、より適切な指導のあり方を探究し、現場でただちに生かせる実践的なスキル
を身につけると同時に、質の高いピアノ指導者をめざす。

◆授業内容・計画◆

・各学生が毎週家庭に赴いて指導実習(レッスン)を担当するスクーリング生(各学生が1名のスクーリング生を2年間指導する。幼稚園年長児
～中学1年生が対象)を大学で指導し、教員と４名または５名の学生とのディスカッション形式によって進める。
・円滑な指導実習のため毎回、指導案を作成し、レッスンの目標を明確にするとともに、反省点・達成度を確認し、次回につなげる。
・3,4年合同授業で、特別講師の授業を受ける。
・指導実習の成果として、スクーリング生によるピアノ発表会を本学小ホールにて開催し、その企画、運営に携わる。
・2年間の指導研究のまとめとして、レポートを作成する。

第１回　スクーリング授業①夏休み課題曲の指導
第２回　3,4年合同授業①特別ゲストによる講義
　　　　　　「ソルフェージュ指導法」
第３回　クラス授業①レポート作成
第４回　スクーリング授業②発表会課題曲決め
第５回　クラス授業②レポート作成仕上げ
第６回　スクーリング授業③発表会課題曲指導
第７回　クラス授業③レポート発表
第８回　スクーリング授業④4年スクーリング生合同リハーサル
第９回　クラス授業④課題曲の表現法と演奏
第10回　スクーリング授業⑤発表会課題曲仕上げ
第11回　クラス授業⑤指導実習２年間の感想
第12回　スクーリング生による発表会(講堂小ホール)
第13回　スクーリング生による発表会(講堂小ホール)４年講師演奏（合唱）
第14回　3,4年合同授業②レポート発表、スクーリング生による発表会の反省
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回、指導実習(レッスン)に備えて指導計画表を作成し、目標をもって臨む。
・指導実習(レッスン)後、反省点や改善点及び指導成果などを　指導計画表に書き、担当教員に提出し、次回に向けてのアドバイスを受け
る。
・指導計画表を参考にスクーリングで指導する内容とポイントをしっかりとつかんでおく。
・各行事の企画、運営を学生で話し合い、協力して、円滑に実施できるように準備する。
・修了レポートの作成とプレゼンテーションの練習。

◆成績評価の方法◆

各自の指導実習で使用する楽譜を事前に提出すること。

指導計画表提出　修了レポート提出　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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-024 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

KBS430N

電子オルガン・アンサンブルⅢ

平部　やよい

◆授業目標◆

作品を分析しながら編曲することにより、作曲者の意図することを読み取り、それを汲んだ演奏が出来るようにパートごとの役割を学ぶ。電
子オルガン・アンサンブルI、IIで学んだことをふまえ、さらにお互いよく聴き合い、音で会話出来ることを目標とする。1)　アンサンブルを通して
自分以外の音をよく聞くことにより、自分の出している音を見つめ直し、改良する。2）　アンサンブルを通して自分の音の役割を分析・研究す
ることで、曲のアナリーゼ及び音で対話することを習得する。3）　アンサンブルのための作品を編曲及び作曲することで、レパートリーを拡大
することを目標とする。

◆授業内容・計画◆
普段 Soloで演奏することの多い電子オルガンを複数用いてアンサンブルすることにより、身勝手な演奏から転じて他人の音をよく聞き、自分
の音を見つめ直し、音でのコミュニケーションをはかる。

次の中から題材を選択し、作品を仕上げ演奏する。
1）オーケストラや吹奏楽 etc.の作品を編曲
2）エレクトーン二台のために作曲し、パート分けや音作りを二人で手分けして演奏

この場合、個々のパートはそれぞれが責任を持ち自分で編曲する。
作曲作品は、一人が作曲し二台にパート分けする場合もある。
選曲のジャンルは問わない。
通年、各グループ1曲以上の作品を完成させ、電子オルガン学内演奏会のためのオーディション合格を目指す。
二名一組でグループ分けするが、奇数や異例等の場合、一名でアンサンブル作品の作曲や編曲を学ぶ場合もある。

15回の授業計画

1)予め二人で選曲させておいたもの、及びいくつかの候補曲の音源を聴きながら曲を決定し、弦楽器と管楽器 etc. 二台に分けて編曲する時
の留意点を学ぶ。 既に曲が決定しているグループは、スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら、少しづつ音出し
する。
2)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（1）取れない音の扱
い方
3)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（2）機能を使った補
助
4)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（3）Tuttiの弾き方
5)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（4）室内楽の弾き方
6)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（5）リズムの扱い
7)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（6）2台の響き
8)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。
9)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 (1)　テンポはゆっくりに落とす。
10)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 (2)　テンポを少し上げて演奏。
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す (1)呼吸
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す（2）構成力
15)授業内演奏試験と、まとめ

◆準備学習の内容◆

アンサンブルの相手と相談し、色々な音源を聴きながら選曲する。
スコアより分担するパートを決め、それぞれ自分で責任を持ち編曲。
レッスンまでに教師用のスコアのコピーも用意する。

◆成績評価の方法◆

最後の授業内での演奏試験と、楽譜の書き方や普段の演奏内容とで評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆



欠席したり創作や練習が進んでいないと、パートナーにも迷惑
をかけるので、準備を万全にして授業に臨むこと。

授業内で指定する。

◆参考図書◆

授業で使用するスコア・参考音源は、各自で用意すること。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-024 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

KBS430N

電子オルガン・アンサンブルⅢ

平部　やよい

◆授業目標◆

作品を分析しながら編曲することにより、作曲者の意図することを読み取り、それを汲んだ演奏が出来るようにパートごとの役割を学ぶ。電
子オルガン・アンサンブルI、IIで学んだことをふまえ、さらにお互いよく聴き合い、音で会話出来ることを目標とする。1)　アンサンブルを通して
自分以外の音をよく聞くことにより、自分の出している音を見つめ直し、改良する。2）　アンサンブルを通して自分の音の役割を分析・研究す
ることで、曲のアナリーゼ及び音で対話することを習得する。3）　アンサンブルのための作品を編曲及び作曲することで、レパートリーを拡大
することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

普段 Soloで演奏することの多い電子オルガンを複数用いてアンサンブルすることにより、身勝手な演奏から転じて他人の音をよく聞き、自分
の音を見つめ直し、音でのコミュニケーションをはかる。

次の中から題材を選択し、作品を仕上げ演奏する。
1）オーケストラや吹奏楽 etc.の作品を編曲
2）エレクトーン二台のために作曲し、パート分けや音作りを二人で手分けして演奏

この場合、個々のパートはそれぞれが責任を持ち自分で編曲する。
作曲作品は、一人が作曲し二台にパート分けする場合もある。
選曲のジャンルは問わない。
通年、各グループ1曲以上の作品を完成させ、電子オルガン学内演奏会のためのオーディション合格を目指す。
二名一組でグループ分けするが、奇数や異例等の場合、一名でアンサンブル作品の作曲や編曲を学ぶ場合もある。

15回の授業計画

1)予め二人で選曲させておいたもの、及びいくつかの候補曲の音源を聴きながら曲を決定し、弦楽器と管楽器 etc. 二台に分けて編曲する時
の留意点を学ぶ。 既に曲が決定しているグループは、スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら、少しづつ音出し
する。
2)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（1）取れない音の扱
い方
3)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（2）機能を使った補
助
4)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（3）Tuttiの弾き方
5)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（4）室内楽の弾き方
6)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（5）リズムの扱い
7)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（6）2台の響き
8)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。
9)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 (1)  テンポはゆっくりに落とす。
10)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 (2)  テンポを少し上げて演奏。
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す (1)呼吸
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す（2）構成力
15)授業内演奏試験と、まとめ

◆準備学習の内容◆

アンサンブルの相手と相談し、色々な音源を聴きながら選曲する。
スコアより分担するパートを決め、それぞれ自分で責任を持ち編曲。
レッスンまでに教師用のスコアのコピーも用意する。

◆成績評価の方法◆

最後の授業内での演奏試験と、楽譜の書き方や普段の演奏内容とで評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆



欠席したり創作や練習が進んでいないと、パートナーにも迷惑
をかけるので、準備を万全にして授業に臨むこと。

授業内で指定する。

◆参考図書◆

授業で使用するスコア・参考音源は、各自で用意すること。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-024 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

KBS431N

電子オルガン・アンサンブルⅣ

平部　やよい

◆授業目標◆

作品を分析しながら編曲することにより、作曲者の意図することを読み取り、それを汲んだ演奏が出来るようにパートごとの役割を学ぶ。電
子オルガン・アンサンブルI、IIで学んだことをふまえ、さらに、お互いよく聴き合い、音で会話出来ることを目標とする。　 1）アンサンブルを通し
て自分以外の音をよく聞くことにより、自分の出している音を見つめ直し、改良する。 2）アンサンブルを通して自分の音の役割を分析・研究
することで、曲のアナリーゼ及び音で対話することを習得する。 3）アンサンブルのための作品を編曲及び作曲することで、レパートリーを拡
大することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

普段 Soloで演奏することの多い電子オルガンを複数用いてアンサンブルすることにより、身勝手な演奏から転じて他人の音をよく聞き、自分
の音を見つめ直し、音でのコミュニケーションをはかる。

次の中から題材を選択し、作品を仕上げ演奏する。
1）オーケストラや吹奏楽 etc.の作品を編曲
2）エレクトーン二台のために作曲し、パート分けや音作りを二人で手分けして演奏

この場合、個々のパートはそれぞれが責任を持ち自分で編曲する。
作曲作品は、一人が作曲し二台にパート分けする場合もある。
選曲のジャンルは問わない。
通年、各グループ1曲以上の作品を完成させ、電子オルガン学内演奏会のためのオーディション合格を目指す。
二名一組でグループ分けするが、奇数や異例等の場合、一名でアンサンブル作品の作曲や編曲を学ぶ場合もある。

15回の授業計画

1)予め二人で選曲させておいたもの、及びいくつかの候補曲の音源を聴きながら曲を決定し、弦楽器と管楽器 etc. 二台に分けて編曲する時
の留意点を学ぶ。 既に曲が決定しているグループは、スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら、少しづつ音出し
する。
2)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（1）音色のバランス
3)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（2）タッチのバランス
4)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（3）Tutti
5)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（4）pp
6)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（5）お互いを聴き合
う
7)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（6）音の向き
8)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。
9)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 (1)　テンポはゆっくりに落とす。
10)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 (2)　テンポを少し上げて演奏。
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す (1)呼吸
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す（2）構成
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す（3）一貫性

◆準備学習の内容◆

アンサンブルの相手と相談し、色々な音源を聴きながら選曲する。
スコアより分担するパートを決め、それぞれ自分で責任を持ち編曲。
レッスンまでに教師用のスコアのコピーも用意する。

◆成績評価の方法◆

最後の授業内の演奏試験で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆



欠席したり創作や練習が進んでいないと、パートナーにも迷惑をかけるので、準備を万全にして授業に臨むこと。

授業内で指定する。

◆参考図書◆

授業で使用するスコア、参考音源は、各自で用意すること。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-024 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

KBS431N

電子オルガン・アンサンブルⅣ

平部　やよい

◆授業目標◆

作品を分析しながら編曲することにより、作曲者の意図することを読み取り、それを汲んだ演奏が出来るようにパートごとの役割を学ぶ。電
子オルガン・アンサンブルI、IIで学んだことをふまえ、さらに、お互いよく聴き合い、音で会話出来ることを目標とする。　 1）アンサンブルを通し
て自分以外の音をよく聞くことにより、自分の出している音を見つめ直し、改良する。 2）アンサンブルを通して自分の音の役割を分析・研究
することで、曲のアナリーゼ及び音で対話することを習得する。 3）アンサンブルのための作品を編曲及び作曲することで、レパートリーを拡
大することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

普段 Soloで演奏することの多い電子オルガンを複数用いてアンサンブルすることにより、身勝手な演奏から転じて他人の音をよく聞き、自分
の音を見つめ直し、音でのコミュニケーションをはかる。

次の中から題材を選択し、作品を仕上げ演奏する。
1）オーケストラや吹奏楽 etc.の作品を編曲
2）エレクトーン二台のために作曲し、パート分けや音作りを二人で手分けして演奏

この場合、個々のパートはそれぞれが責任を持ち自分で編曲する。
作曲作品は、一人が作曲し二台にパート分けする場合もある。
選曲のジャンルは問わない。
通年、各グループ1曲以上の作品を完成させ、電子オルガン学内演奏会のためのオーディション合格を目指す。
二名一組でグループ分けするが、奇数や異例等の場合、一名でアンサンブル作品の作曲や編曲を学ぶ場合もある。

15回の授業計画

1)予め二人で選曲させておいたもの、及びいくつかの候補曲の音源を聴きながら曲を決定し、弦楽器と管楽器 etc. 二台に分けて編曲する時
の留意点を学ぶ。 既に曲が決定しているグループは、スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら、少しづつ音出し
する。
2)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（1）音色のバランス
3)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（2）タッチのバランス
4)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（3）Tutti
5)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（4）pp
6)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（5）お互いを聴き合
う
7)スコアから各担当楽器が三段譜に編曲出来ているかを確認しながら音出しする。 練習番号３～４づつに分けて進める（6）音の向き
8)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。
9)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 (1)　テンポはゆっくりに落とす。
10)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 (2)　テンポを少し上げて演奏。
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す (1)呼吸
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す（2）構成
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お互いの音を聴き、表現力の向上を目指す（3）一貫性

◆準備学習の内容◆

アンサンブルの相手と相談し、色々な音源を聴きながら選曲する。
スコアより分担するパートを決め、それぞれ自分で責任を持ち編曲。
レッスンまでに教師用のスコアのコピーも用意する。

◆成績評価の方法◆

最後の授業内の演奏試験で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆



欠席したり創作や練習が進んでいないと、パートナーにも迷惑をかけるので、準備を万全にして授業に臨むこと。

授業内で指定する。

◆参考図書◆

授業で使用するスコア、参考音源は、各自で用意すること。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

SWS487N

オーケストラ・スタディⅢ

弦

永峰　高志

◆授業目標◆

オーケストラのレパートリーで古典から近現代作曲家までの作品に取り組み、通常のオーケストラ授業では踏み込めない各楽器の可能性や
問題点を研究する。奏者としてのマナーや習慣も学ぶ。オーケストラ曲の経験を積み将来オーケストラプレイヤーとして活動していくための基
礎とする。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　課題曲1 分奏（木管・金管・打楽器）
第３回　課題曲1 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第４回　課題曲1 合奏 仕上げ
第５回　課題曲2 分奏（木管・金管・打楽器）
第６回　課題曲2 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第７回　課題曲2 合奏 仕上げ
第８回　課題曲3 分奏（木管・金管・打楽器）
第９回　課題曲3 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第10回　課題曲3 合奏 仕上げ
第11回　課題曲4 分奏（木管・金管・打楽器）
第12回　課題曲4 合奏 各楽器の表現の工夫
第13回　課題曲4 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第14回　課題曲4 合奏 仕上げ
第15回　まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業で演奏するパートのみならず、自分の担当する楽器の他のパートについてもしっかり練習し、移調楽器の場合は移調読みの練習もきち
んとしておく。特にソロのフレーズが出てくるパートは音楽性、音量、速度など色々なパターンを演奏できるように準備をしておく。

◆成績評価の方法◆

オーケストラスタディーの授業には、そこで取り上げられる楽曲の各自パートを充分予習し授業に出席すること。

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）◆

授業で採り上げる楽曲のパート譜とスコア

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

SWS487N

オーケストラ・スタディⅢ

木管

立川　和男, 小林　裕, 生方　正好

◆授業目標◆

オーケストラのレパートリーで古典から近現代作曲家までの作品に取り組み、通常のオーケストラ授業では踏み込めない各楽器の可能性や
問題点を研究する。奏者としてのマナーや習慣も学ぶ。オーケストラ曲の経験を積み将来オーケストラプレイヤーとして活動していくための基
礎とする。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　課題曲1 分奏（木管・金管・打楽器）
第３回　課題曲1 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第４回　課題曲1 合奏 仕上げ
第５回　課題曲2 分奏（木管・金管・打楽器）
第６回　課題曲2 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第７回　課題曲2 合奏 仕上げ
第８回　課題曲3 分奏（木管・金管・打楽器）
第９回　課題曲3 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第10回　課題曲3 合奏 仕上げ
第11回　課題曲4 分奏（木管・金管・打楽器）
第12回　課題曲4 合奏 各楽器の表現の工夫
第13回　課題曲4 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第14回　課題曲4 合奏 仕上げ
第15回　まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業で演奏するパートのみならず、自分の担当する楽器の他のパートについてもしっかり練習し、移調楽器の場合は移調読みの練習もきち
んとしておく。特にソロのフレーズが出てくるパートは音楽性、音量、速度など色々なパターンを演奏できるように準備をしておく。

◆成績評価の方法◆

オーケストラスタディーの授業には、そこで取り上げられる楽曲の各自パートを充分予習し授業に出席すること。

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）◆

授業で採り上げる楽曲のパート譜とスコア

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

SWS487N

オーケストラ・スタディⅢ

金管・打

山本　英助, 福田　隆, 中島　大之

◆授業目標◆

オーケストラのレパートリーで古典から近現代作曲家までの作品に取り組み、通常のオーケストラ授業では踏み込めない各楽器の可能性や
問題点を研究する。奏者としてのマナーや習慣も学ぶ。オーケストラ曲の経験を積み将来オーケストラプレイヤーとして活動していくための基
礎とする。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　課題曲1 分奏（木管・金管・打楽器）
第３回　課題曲1 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第４回　課題曲1 合奏 仕上げ
第５回　課題曲2 分奏（木管・金管・打楽器）
第６回　課題曲2 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第７回　課題曲2 合奏 仕上げ
第８回　課題曲3 分奏（木管・金管・打楽器）
第９回　課題曲3 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第10回　課題曲3 合奏 仕上げ
第11回　課題曲4 分奏（木管・金管・打楽器）
第12回　課題曲4 合奏 各楽器の表現の工夫
第13回　課題曲4 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第14回　課題曲4 合奏 仕上げ
第15回　まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業で演奏するパートのみならず、自分の担当する楽器の他のパートについてもしっかり練習し、移調楽器の場合は移調読みの練習もきち
んとしておく。特にソロのフレーズが出てくるパートは音楽性、音量、速度など色々なパターンを演奏できるように準備をしておく。

◆成績評価の方法◆

オーケストラスタディーの授業には、そこで取り上げられる楽曲の各自パートを充分予習し授業に出席すること。

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）◆

授業で採り上げる楽曲のパート譜とスコア

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-028 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

SWS488N

オーケストラ・スタディⅣ

弦

永峰　高志

◆授業目標◆

オーケストラ・スタディー III で習得したオーケストラ演奏技術をさらに研究し、将来プロフェッショナルなオーケストラプレーヤーとして活動して
いくための高度な演奏技術を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　課題曲5 分奏（木管・金管・打楽器）
第３回　課題曲5 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第４回　課題曲5 合奏 仕上げ
第５回　課題曲6 分奏（木管・金管・打楽器）
第６回　課題曲6 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第７回　課題曲6 合奏 仕上げ
第８回　課題曲7 分奏（木管・金管・打楽器）
第９回　課題曲7 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第10回　課題曲7 合奏 仕上げ
第11回　課題曲8 分奏（木管・金管・打楽器）
第12回　課題曲8 合奏 各楽器の表現の工夫
第13回　課題曲8 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第14回　課題曲8 合奏 仕上げ
第15回　まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業で演奏するパートのみならず、自分の担当する楽器の他のパートについてもしっかり練習し、移調楽器の場合は移調読みの練習もきち
んとしておく。特にソロのフレーズが出てくるパートは音楽性、音量、速度など色々なパターンを演奏できるように準備をしておく。

◆成績評価の方法◆

オーケストラスタディーの授業には、そこで取り上げられる楽曲の各自パートを充分予習し授業に出席すること。

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）◆

授業で採り上げる楽曲のパート譜とスコア

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-135 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

SWS488N

オーケストラ・スタディⅣ

木管

立川　和男, 小林　裕, 生方　正好

◆授業目標◆

オーケストラ・スタディー III で習得したオーケストラ演奏技術をさらに研究し、将来プロフェッショナルなオーケストラプレーヤーとして活動して
いくための高度な演奏技術を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　課題曲5 分奏（木管・金管・打楽器）
第３回　課題曲5 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第４回　課題曲5 合奏 仕上げ
第５回　課題曲6 分奏（木管・金管・打楽器）
第６回　課題曲6 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第７回　課題曲6 合奏 仕上げ
第８回　課題曲7 分奏（木管・金管・打楽器）
第９回　課題曲7 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第10回　課題曲7 合奏 仕上げ
第11回　課題曲8 分奏（木管・金管・打楽器）
第12回　課題曲8 合奏 各楽器の表現の工夫
第13回　課題曲8 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第14回　課題曲8 合奏 仕上げ
第15回　まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業で演奏するパートのみならず、自分の担当する楽器の他のパートについてもしっかり練習し、移調楽器の場合は移調読みの練習もきち
んとしておく。特にソロのフレーズが出てくるパートは音楽性、音量、速度など色々なパターンを演奏できるように準備をしておく。

◆成績評価の方法◆

オーケストラスタディーの授業には、そこで取り上げられる楽曲の各自パートを充分予習し授業に出席すること。

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）◆

授業で採り上げる楽曲のパート譜とスコア

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

SWS488N

オーケストラ・スタディⅣ

金管・打

山本　英助, 福田　隆, 中島　大之

◆授業目標◆

オーケストラ・スタディー III で習得したオーケストラ演奏技術をさらに研究し、将来プロフェッショナルなオーケストラプレーヤーとして活動して
いくための高度な演奏技術を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　課題曲5 分奏（木管・金管・打楽器）
第３回　課題曲5 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第４回　課題曲5 合奏 仕上げ
第５回　課題曲6 分奏（木管・金管・打楽器）
第６回　課題曲6 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第７回　課題曲6 合奏 仕上げ
第８回　課題曲7 分奏（木管・金管・打楽器）
第９回　課題曲7 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第10回　課題曲7 合奏 仕上げ
第11回　課題曲8 分奏（木管・金管・打楽器）
第12回　課題曲8 合奏 各楽器の表現の工夫
第13回　課題曲8 合奏 各楽器間のアンサンブルとソロ演奏の確認
第14回　課題曲8 合奏 仕上げ
第15回　まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業で演奏するパートのみならず、自分の担当する楽器の他のパートについてもしっかり練習し、移調楽器の場合は移調読みの練習もきち
んとしておく。特にソロのフレーズが出てくるパートは音楽性、音量、速度など色々なパターンを演奏できるように準備をしておく。

◆成績評価の方法◆

オーケストラスタディーの授業には、そこで取り上げられる楽曲の各自パートを充分予習し授業に出席すること。

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）◆

授業で採り上げる楽曲のパート譜とスコア

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 火３,火４,金３,金４ 単位数 2単位

備考

管弦楽特別演習Ⅲ

中島　大之, 三戸　誠, 山川　奈緒子, 工藤　俊幸, 永峰　高志

◆授業目標◆

音楽大学の標榜（表紙）とも言える管弦楽を研究し発表することで、演奏能力及び演奏家としての人間性、社会性を習得することを目標とす
る。

◆授業内容・計画◆

定められた演奏会を目標としての練習授業が、指揮者及び担当教員による集団指導で行われる。
週2回（計8時限）の通常授業に加え、必要に応じ演奏会前の臨時練習が行われる。主な演奏会は、前後期各1回の定期演奏会、入学式の
演奏、小平、立川市内の中学生等を対象とした音楽鑑賞教室、大学院オペラ等である。

１  ガイダンス
２  音楽鑑賞教室への導入
３  全体リハーサル①
４  管打分奏、弦分奏①譜読み前半
５  管打分奏、弦分奏②譜読み後半
６  全体リハーサル②
７  音楽鑑賞教室への仕上げ
８  音楽鑑賞教室への総練習
９  音楽鑑賞教室Ａゲネプロ
１０  音楽鑑賞教室Ａ演奏会
１１  音楽鑑賞教室Ｂゲネプロ
１２  音楽鑑賞教室Ｂ演奏会
１３  音楽鑑賞教室Ｃゲネプロ
１４  音楽鑑賞教室Ｃ演奏会
１５  音楽鑑賞教室Ｄゲネプロ
１６  佐藤財団演奏会ゲネプロ
１７  佐藤財団演奏会
１８  前期定期演奏会への導入
１９  全体リハーサル①譜読み
２０  全体リハーサル②曲想確認
２１  管打分奏、弦分奏①譜読みの確認前半
２２  管打分奏、弦分奏②譜読みの確認後半
２３  全体リハーサル③指揮の見方の演習
２４  全体リハーサル④アンサンブルの確認
２５  前期定期演奏会への仕上げ①技術的
２６  前期定期演奏会への仕上げ②音楽的
２７  前期定期演奏会への総練習①歴史的観点から曲想をとらえる。
２８  前期定期演奏会への総練習②精神的観点から表現力を身につける。
２９  前期定期演奏会への総練習③上記すべての観点を確認する。
３０  前期定期演奏会

◆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。

◆成績評価の方法◆

演奏会への出演、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）◆



・ヴァイオリン科履修生は、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。
・出演しない履修生も定期演奏会の聴講を義務とする。
・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。

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◆



ナンバリング

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３,火４,金３,金４ 単位数 2単位

備考

管弦楽特別演習Ⅳ

中島　大之, 三戸　誠, 山川　奈緒子, 永峰　高志

◆授業目標◆

音楽大学の標榜（表紙）とも言える管弦楽を研究し発表することで、演奏能力及び演奏家としての人間性、社会性を習得することを目標とす
る。

◆授業内容・計画◆

定められた演奏会を目標としての練習授業が、指揮者及び担当教員による集団指導で行われる。
週2回（計8時限）の通常授業に加え、必要に応じ演奏会前の臨時練習が行われる。主な演奏会は、前後期各1回の定期演奏会、入学式の
演奏、小平、立川市内の中学生等を対象とした音楽鑑賞教室、大学院オペラ等である。

１  オペラへの導入
２  オーケストラ全体リハーサル①全曲のイメージをとらえる。
３  オーケストラ分奏①譜読み前半
４  オーケストラ分奏②譜読み後半
５  オーケストラ全体リハーサル②全曲のイメージ確認
６  歌入りリハーサル①歌手とのアンサンブル演習
７  歌入りリハーサル②歌手とのアンサンブル確認
８  舞台稽古①オーケストラピットでの奏法の会得
９  舞台稽古②オーケストラピットでのステージとのアンサンブル演習
１０  総練習
１１  オペラゲネプロ①演習
１２  オペラゲネプロ②確認
１３  オペラ公演①１日目
１４  オペラ公演②２日目
１５  後期定期演奏会への導入
１６  全体リハーサル①全曲のイメージをとらえる前半
１７  全体リハーサル②全曲のイメージをとらえる後半
１８  管打分奏、弦分奏①譜読み前半
１９  管打分奏、弦分奏②譜読み後半
２０  全体リハーサル③全曲のイメージ確認
２１  全体リハーサル④指揮の見方の演習
２２  後期定期演奏会への仕上げ①アンサンブルの確認
２３  後期定期演奏会への仕上げ②技術的
２４  後期定期演奏会への総練習①音楽的
２５  後期定期演奏会への総練習②歴史的観点から曲想をとらえる。
２６  後期定期演奏会への総練習③精神的観点から表現力を身につける。
２７  後期定期演奏会
２８  現代音楽作品研究への導入
２９  現代音楽作品研究
３０  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◆

演奏会への出演、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）◆



・ヴァイオリン科履修生は、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。
・出演しない履修生も定期演奏会の聴講を義務とする。
・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。

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-225 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 4単位

備考

室内楽Ⅲ

木管五重奏

小林　裕

◆授業目標◆

室内楽の演奏を通して楽曲に対する理解力を高め、アンサンブル力を養う。

◆授業内容・計画◆

第１回 ガイダンス
第２回 アンサンブルにおける音程やタイミングの合わせ方
 第３回 課題曲①譜面、音の確認。
 第４回 課題曲①楽曲分析と表現方法の研究。
 第５回 課題曲①表現方法の向上。
 第６回 課題曲①仕上げ
第７回 課題曲②譜面、音の確認。
 第８回 課題曲②楽曲分析と表現方法の研究
 第９回 課題曲②表現方法の向上。
 第１０回 課題曲②仕上げ
第１１回 課題曲③譜面、音の確認。
 第１２回 課題曲③楽曲分析と表現方法の研究。
 第１３回 課題曲③表現方法の向上。
 第１４回 課題曲③仕上げ。
 第１５回 室内楽Ⅲのまとめ。

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みを行い課題曲に於ける各々の技術的課題を解決しておくこと。

◆成績評価の方法◆

楽曲の難易度により各課題曲に必要な回数は異なる事が想定される。担当教員と相談の上で計画を立てること。

授業に対する取り組み姿勢、アンサンブル力の向上により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が指定した楽曲の楽譜(スコアが用意出来る場合はスコアも)。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-027 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 4単位

備考

室内楽Ⅲ

金管

山本　英助

◆授業目標◆

金管五重奏および金管を含む室内楽曲の古典的レパートリーから現代曲までを取り上げ、アンサンブルにおける基本的演奏技術、音楽の
表現方法などを学ぶ。レパートリーを拡大するために、各履修者が個性を生かした編曲をし、それを演奏していく。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　課題曲9 楽譜の確認
第３回　課題曲9 アンサンブルの工夫
第４回　課題曲9 仕上げ
第５回　課題曲10 楽譜の確認
第６回　課題曲10 アンサンブルの工夫
第７回　課題曲10 仕上げ
第８回　課題曲11 楽譜の確認
第９回　課題曲11 アンサンブルの工夫
第10回　課題曲11 仕上げ
第11回　課題曲12 楽譜の確認
第12回　課題曲12 アンサンブルの工夫
第13回　課題曲12 アンサンブルとソロ演奏の確認
第14回　課題曲12 仕上げ
第15回　まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

課題曲のアンサンブル練習を事前にする。
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◆

授業では課題楽曲の解釈、各楽器のアンサンブルに取り組むため、各パートは必ず予習し譜読みを済ませてから出席する。

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）◆

担当教員が指定した課題楽曲の楽譜（スコアとパート譜）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 4単位

備考

室内楽Ⅲ

弦

青木　高志, 漆原　啓子

◆授業目標◆

I～IIで築き上げたものの応用・発展を目指す。

◆授業内容・計画◆

１．室内楽Ⅲの成果と課題の確認
２．楽曲①　譜読み
３．楽曲①　工夫
４．楽曲①　まとめ
５．楽曲②　譜読み
６．楽曲②　工夫
７．楽曲②　まとめ
８．楽曲③　譜読み
９．楽曲③　工夫
10．楽曲③　まとめ
11．発表会に向けて曲決定
12．発表会に向けて　工夫
13．発表会に向けて　まとめ
14．発表会　試験
15．ふりかえり

楽曲への取組や発表会に向けて次の内容を学ぶ
１．音楽表現における語法・文法を身につける
２．表現が要求するアンサンブル技術の必要性を、演奏を通じて体感する。
３．音程・テンポ・リズム・表現を他の奏者と共有すること。
４．他のパートを聴く＝歌いながら弾くことを習慣づける。
５．自己の表現と他者の主張を一つの音楽としてまとめられるようになることを目指す。
６．アンサンブルの全体像を把握しながら演奏できるように。
７．古典の基礎から時代や民族性を考慮した表現へ発展させる。
８．演奏者個々の感性を尊重しつつ、曲を仕上げる。

授業の進度に一定の成果を見たのち、次曲を選定する。

古典から、ロマン派～近代作品への視野を拡げる。

◆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。

◆成績評価の方法◆

発表会試験と共に日常の学習状況を成績に反映させる。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて指示

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 4単位

備考

室内楽Ⅲ

Sax

下地　啓二

◆授業目標◆

担当楽器を充分にマスターし、演奏上の様々な問題に直面しても首尾良く対処できるように、学生自身の知覚力、識別力、洞察力、判断力を
訓練する。
アンサンブルの醍醐味を体全体で感じ取り、味わえるようにする。

◆授業内容・計画◆
G.ピエルネの四重奏曲を課題とする（１）～（５）
（民謡風ロンドの主題による序奏と変奏）
（１）序奏を演奏する
      作品のスタイルと各楽器の立場に役割を理解する
（２）序奏を復習
　　　必要なテクニックを習得する
（３）変奏を演奏する
      楽譜を正確に読取り、リズム感覚とテンポ感を身につける
      跳躍の連続でも正しい音程と安定した音質を保つ
（４）変奏を復習
      正確なテンポの中で自由に歌う表現法を学ぶ
　　　ダイナミックスの強調と変化
（５）全体を通して演奏し、必要なテクニックをマスターできたか確認しあう
　　　音楽的なコミュニケーション、アイコンタクトが自由になされているかチェック

E.ボザの四重奏曲を課題とする（６）～（１０）
（アンデンテとスケルツォ）
（６）アンダンテを演奏する
      ボザの他の作品を紹介し、曲のイメージを考察する
（７）アンデンテを復習、必要なテクニックを習得する
     作品に見合った音色の研究、フレージングの取り方を学ぶ
（８）スケルツオを演奏する
      明るい音色でタンギングの明瞭度、機敏性を高める
　　　息の支えとアタックの質を高める
（９）スケルツオを復習、必要なテクニックを習得する
（１０）全体を通して演奏する
　　　　作品の中からフランス的なセンスをどのように表現するかを学ぶ

邦人作品から学ぶ（１１）～（１４）
（櫛田てつえ扶「万葉」）
（１１）①采女の袖吹きかへす明日香風都を遠みいたづらに吹く
　　　　日本の雅楽のイメージを共有する
（１２）②春の苑紅にほふ桃の花下照る道に出で立つ少女
       　万葉集の時代背景を考察し、その時代の自由でのんびりした風情を表現する
（１３）③今の代にして楽してあらば来る生には虫に鳥にも吾はなりなむ
        立体的な響きと日本的なリズムの躍動感を習得する

◆準備学習の内容◆

「サクソフォン四重奏曲」ピエルネ（Leduc)
譜読みと分析。

◆成績評価の方法◆

授業に対する姿勢、および研究発表での演奏内容。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆



事前に良く練習して臨む。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-225 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 4単位

備考

室内楽Ⅳ

木管五重奏

小林　裕

◆授業目標◆

室内楽の演奏を通して楽曲に対する理解力を高め、アンサンブル力を養う。

◆授業内容・計画◆

第１回 ガイダンス
第２回 室内楽Ⅲの内容、結果を踏まえた上での後期履修曲の検討、選定。
 第３回 課題曲①譜面、音の確認。
 第４回 課題曲①楽曲分析と表現方法の研究。
 第５回 課題曲①表現方法の向上。
 第６回 課題曲①仕上げ
第７回 課題曲②譜面、音の確認。
 第８回 課題曲②楽曲分析と表現方法の研究
 第９回 課題曲②表現方法の向上。
 第１０回 課題曲②仕上げ
第１１回 課題曲③譜面、音の確認。
 第１２回 課題曲③楽曲分析と表現方法の研究。
 第１３回 課題曲③表現方法の向上。
 第１４回 課題曲③仕上げ。
 第１５回 室内楽Ⅳのまとめ。

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みを行い課題曲に於ける各々の技術的課題を解決しておくこと。

◆成績評価の方法◆

楽曲の難易度により各課題曲に必要な回数は異なる事が想定される。担当教員と相談の上で計画を立てること。

授業に対する取り組み姿勢、アンサンブル力の向上により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が指定した楽曲の楽譜(スコアが用意出来る場合はスコアも)。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-027 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 4単位

備考

室内楽Ⅳ

金管

山本　英助

◆授業目標◆

金管五重奏および金管を含む室内楽曲の古典的レパートリーから現代曲までを取り上げ、アンサンブルにおける基本的演奏技術、音楽の
表現方法などを学ぶ。レパートリーを拡大するために、各履修者が個性を生かした編曲をし、それを演奏していく。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　課題曲13 楽譜の確認
第３回　課題曲13 アンサンブルの工夫
第４回　課題曲13 仕上げ
第５回　課題曲14 楽譜の確認
第６回　課題曲14 アンサンブルの工夫
第７回　課題曲14 仕上げ
第８回　課題曲15 楽譜の確認
第９回　課題曲15 アンサンブルの工夫
第10回　課題曲15 仕上げ
第11回　課題曲16 楽譜の確認
第12回　課題曲16 アンサンブルの工夫
第13回　課題曲16 アンサンブルとソロ演奏の確認
第14回　課題曲16 仕上げ
第15回　まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

課題曲のアンサンブル練習を事前にする。
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◆

授業では課題楽曲の解釈、各楽器のアンサンブルに取り組むため、各パートは必ず予習し譜読みを済ませてから出席する。

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）◆

担当教員が指定した課題楽曲の楽譜（スコアとパート譜）

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 4単位

備考

室内楽Ⅳ

弦

青木　高志, 漆原　啓子

◆授業目標◆

アンサンブルの完成度を更に高め、同時にグループ内で表現の方向性や形を互いに討論できるようにする。

◆授業内容・計画◆

１．室内楽Ⅲの成果と課題の確認
２．楽曲①　譜読み
３．楽曲①　工夫
４．楽曲①　まとめ
５．楽曲②　譜読み
６．楽曲②　工夫
７．楽曲②　まとめ
８．楽曲③　譜読み
９．楽曲③　工夫
10．楽曲③　まとめ
11．発表会に向けて曲決定
12．発表会に向けて　工夫
13．発表会に向けて　まとめ
14．発表会　試験
15．ふりかえり

楽曲への取組や発表会に向けて次の内容を学ぶ
1.音楽表現における語法・文法を身につける。
2.表現が要求するアンサンブル技術の必要性を、演奏を通じて体感する。
3.音程・テンポ・リズム・表現を他の奏者と共有すること。
4.他のパートを聴く＝歌いながら弾くことを習慣づける。
5.自己の表現と他者の主張を一つの音楽としてまとめられるようになることを目指す。
6.アンサンブルの全体像を把握しながら演奏できるように。
7.古典の基礎から時代や民族性を考慮した表現へ発展させる。
8.演奏者個々の感性を尊重しつつ、曲を仕上げる。

国柄や民族性も含め技術的に難しい作品を教材とし、正確に弾きこなす演奏技術、曲の解釈、音楽的な表現を総合的に学習する。
目指す到達点としてはラヴェル、ショスタコーヴィッチ、バルトークなどが考えられる。

◆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。

◆成績評価の方法◆

授業内試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて指示

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 N-327 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 4単位

備考

室内楽Ⅳ

Sax

下地　啓二

◆授業目標◆

室内楽IIIで学んだ事柄をレベルアップし、その成果を発表する。
他の室内楽コースの学生とコミュニケーションをとり、互いに聴き合い、啓発し合い、プロフェッショナルな演奏を目指す。

◆授業内容・計画◆

J.Sバッハの作品から学ぶ（１）～（４）
（イタリア協奏曲）
（１）アレグロを演奏する
      バロックのスタイルを学び、各楽器の立場と特性を理解する
      原曲を聴き合いイメージを共有する

（２）アンダンテを演奏する
      バロック的な歌唱法を研究する
　　　ノンビブラートで演奏する
（３）プレストを演奏する
      楽譜を正確に読取り、互いに聴きあう
（４）全体を通して演奏する
      バッハの作品から何を学べたかコメントしあう

F.シュミットの四重奏曲を課題とする（５）～（１４）
（５）１楽章を演奏する
      作品のスタイルを分析し各楽器の立場と役割を理解する
（６）１楽章を復習、必要なテクニックをマスターする
      響きのある力強い音の研究
（７）２楽章を演奏する
      互いに聴きあい複雑な音符をマスターする
（８）２楽章を復習、必要なテクニックをマスターする
（９）３楽章を演奏する
      フレージングと音色の統一を意識する
（１０）３楽章を復習、必要なテクニックをマスターする
（１１）４楽章を演奏する
　　　　リズム感覚を高めアンサンブルの質を上げる
（１２）４楽章を復習
　　　　高度なアンサンブルが求められるため練習が必要
　　　　互いの呼吸を読むテクニックを学ぶ
（１３）１～４楽章を通して演奏する
（１４）本番のつもりで演奏し録音する
　　　　室内楽の授業を振り返りどういう点を学んだかコメントする
（１５）全体のまとめに研究発表を行う

◆準備学習の内容◆

「サクソフォン四重奏曲」シュミット（Durand)
譜読みと分析。

◆成績評価の方法◆

授業に対する姿勢、および研究発表での演奏内容。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆



事前に良く準備して臨む。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-226 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

CCS403N

レパートリー研究Ⅲ

河原　忠之

◆授業目標◆

オペラにおける総合的実践をふまえ、新しい演目の役柄を、自分のレパ－トリ－に加える。

◆授業内容・計画◆

自分の今の状態（発声、ディクション等）を常にチェックしながら、バロックから近代まで、幅広い時代の作品（イタリア語中心）の役柄を選択
し、レパートリーとして学ぶ。
Ⅰ、Ⅱにおいて得た学習方法を用いてできるだけ多くの範囲が学習できるように努力する。

第1回 バロックオペラ(1)バロックオペラのスタイル
第2回 バロックオペラ(2)通奏低音について
第3回 バロックオペラ(3)ヴァリエーションについて
第4回 イタリアオペラ(1)イタリア語ディクション
第5回 イタリアオペラ(2)イタリアオペラのスタイル
第6回 イタリアオペラ(3)イタリアオペラの歴史
第7回 ドイツオペラ(1)ドイツ語ディクション
第8回 ドイツオペラ(2)ドイツオペラのスタイル
第9回 ドイツオペラ(3)ドイツオペラの歴史
第10回 フランスオペラ(1)フランス語ディクション
第11回 フランスオペラ(2)フランスオペラのスタイル
第12回 フランスオペラ(3)フランスオペラの歴史
第13回 英米オペラ(1)英語ディクション
第14回 英米オペラ(2)英米オペラのスタイル
第15回 英米オペラ(3)英米オペラの歴史

◆準備学習の内容◆

イタリアオペラよりアリア、重唱を選び、研究しておくこと。

◆成績評価の方法◆

楽曲、及びオペラの役柄においては随時、声楽の担当教員と相談し、実力にあったものを選ぶ事。

授業態度をふまえ、レポ－ト提出により、評価をする。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-226 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

CCS404N

レパートリー研究Ⅳ

河原　忠之

◆授業目標◆

オペラにおける総合的実践をふまえ、選択したレパートリーをさらに深く掘り下げて探求し、役柄に対して自分なりのアプローチを模索する。

◆授業内容・計画◆

１つのオペラをできるだけ、全曲アプローチできるようにする。
俯瞰、均衡、想像力を用いながら、オペラへのアプローチを総合的に体験する。

第1回 バロックオペラ(4)カッチーニの作品
第2回 バロックオペラ(5)モンテヴェルディの作品
第3回 バロックオペラ(6)ヘンデルの作品
第4回 イタリアオペラ(4)ベッリーニ、ドニゼッティの作品
第5回 イタリアオペラ(5)ロッシーニの作品
第6回 イタリアオペラ(6)ヴェルディの作品
第7回 ドイツオペラ(4)ベートーヴェン、ウェーバーの作品
第8回 ドイツオペラ(5)ワーグナーの作品
第9回 ドイツオペラ(6)リヒャルト、シュトラウスの作品
第10回 フランスオペラ(4)ビゼーの作品
第11回 フランスオペラ(5)マスネの作品
第12回 フランスオペラ(6)グノーの作品
第13回 英米オペラ(4)ブリテンの作品
第14回 英米オペラ(5)メノッティの作品
第15回 英米オペラ(6)バーバーの作品

◆準備学習の内容◆

一つのオペラの役柄を選び台本研究をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

楽曲、及びオペラの役柄においては、随時声楽の担当教員と相談をし、実力にあったものを選ぶ事。

授業態度をふまえ、レポ－ト提出により、評価をする。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-127 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 4単位

備考

オペラ特別演習Ⅲ

福井　敬

◆授業目標◆

オペラ特別演習Ⅰ、Ⅱにおいて習得したものを踏まえ、より幅広い時代、作曲家のオペラ作品を知り、研究するために、個々の声質や"人(に
ん)"に合った役柄のオペラを選び、"アリア""アンサンブル""レチタティーヴォ"等の要素を取り上げながら舞台上での演唱法を研究する。
演奏の他にも、総合芸術とも呼ばれるオペラを上演するために必要な様々な要素を学習し、自分が演奏する一本のオペラのために多くの
人々や物事が関わっていることを理解する。

◆授業内容・計画◆

１)オリエンテーション／呼吸とは？
２)音楽稽古／ディクション、作品研究
３)音楽稽古／アリアとアンサンブル
４)立ち稽古／身体表現について
５)立ち稽古／各演目のドラマにそって
６)立ち稽古／通し稽古
７)中間試演会
８)講評／演目の選択
９)音楽稽古／ディクション、作品研究 基礎
１０)音楽稽古／ディクション、作品研究
１１)立ち稽古／オペラ制作の流れ
１２)立ち稽古／個々の役柄にそって
１３)立ち稽古／より具体的な役柄の把握
１４)通し稽古
１５)まとめ／試演会
また、研究している作品に対しての、ディクション、コレペティ、作品研究等必要な部分は「レパートリー研究Ⅲ」の授業と連携して行って行く。

◆準備学習の内容◆

各々の作品の譜読み。作品全体の内容、時代背景、作曲家について把握しておく。他、授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

演習課題に関しては、個々の声楽担当教員の理解を得た上で演習に臨む事。

授業への取り組み方、課題の理解度等による授業内評価

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 4単位

備考

オペラ特別演習Ⅳ

福井　敬

◆授業目標◆

オペラを演唱するために必要な知識と能力のさらなる向上、特に舞台上における歌唱、演技など、舞台表現技術の高度なレベルでの習得を
目指す。コース最終ステージとして、オペラ特別演習Ⅰ～Ⅲで習得したものを踏まえたうえで、個々が将来オペラ歌手として可能と感じる役柄
や作品を探り、チャレンジして試演会の舞台において表現しきってみる。

◆授業内容・計画◆

１)オリエンテーション／演技とは？
２)音楽稽古／ディクション、作品研究 基礎
３)音楽稽古／ディクション、作品研究
４)立ち稽古／各演目のドラマにそって
５)立ち稽古／更なる役柄の把握
６)立ち稽古／通し稽古
７)中間試演会
８)講評／演目の選択
９)音楽稽古／ディクション、作品研究 基礎
１０)音楽稽古／ディクション、作品研究
１１)立ち稽古／舞台マナーについて
１２)立ち稽古／個々の役柄にそって
１３)立ち稽古／更なる役柄の把握
１４)通し稽古
１５)まとめ／試演会

◆準備学習の内容◆

各々の作品の譜読み。作品全体の内容、時代背景、作曲家等について把握しておく。他、授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

演習課題に関しては、個々の声楽担当教員の理解を得た上で演習に臨む事。

実技試験、試演会、平常の授業への取組み等により評価する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

CCS413N

身体表現Ｃ

髙岸　未朝

◆授業目標◆

舞台芸術において、演技者が観客に【伝える】ための身体的・感情的表現とは何かを理解し、修得する。

◆授業内容・計画◆

～表現する難しさと共に楽しさを知る実技訓練の講座（基礎編）～

・観客に見せる／観客を魅せる…２つの「みせる」姿勢・動作をつくる。
・舞台上での居方・感覚を学ぶ。
・＜シアターゲーム＞を中心に、反応できる肉体・感覚の柔軟性を養う。
・基本的感情（喜・怒・哀・楽）表現から応用を考える。
・【再現芸術】としての『オペラ』の理解の仕方を学ぶ。

【授業計画】＊習得状況に応じて変更有り
①シアターゲーム（手のトレーニング）＆思考の柔軟化
②思考の柔軟化＆記憶トレーニング
③オーラルトレーニング（滑舌）
④反応トレーニングVol.1（他己紹介、円卓ゲーム）
⑤からだの柔軟化
⑥真似るトレーニングVol.1（鏡、鏡ウォーク）
⑦真似るトレーニングVol.2（カタカナ伝言、皿回し）
⑧反応トレーニングVol.2（ボール投げ歩き）
⑨伝えるトレーニングVol.1（ドライブ、リモコンドライブ）
⑩からだ（動き）と思考の一体化
⑪発想を伝える
⑫理想的な立ち方＆歩き方
⑬伝えるトレーニングVol.2（ステイタス）
⑭復習
⑮まとめ・試験

＊この授業の応用編として続く、後期「身体表現D」を継続履修することが望ましい。

◆準備学習の内容◆

前回授業の習得を自宅フォローすること。

◆成績評価の方法◆

動きやすい服装（トレーニングウェア）・靴（底の薄いもの）にて参加すること。
筆記具必携。
出席重視。全出席が望ましい。

平常授業における取り組み状態により評価。
前期終了時に授業内で試験を実施。
平常点と合わせて評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-C 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

CCS414N

身体表現Ｄ

髙岸　未朝

◆授業目標◆

舞台芸術において、演技者が観客に【伝える】ための身体的・感情的表現とは何かを理解し、修得する。

◆授業内容・計画◆

～表現する難しさと共に楽しさを知る実技訓練の講座（応用編）～

＊この授業は、基礎編としての前期「身体表現C」から継続履修する事が望ましい。

・前期に習得したことを更に専門的、実践的に掘り下げる。
・＜シアターゲーム＞＜インプロ（即興）＞を中心に、反応できる肉体・感覚の柔軟性をupする。
・応用的感情表現の獲得をめざす。
・様々な＜エチュード＞により表現のHow-toを学ぶ。
　　ex.リアクション、ステイタスジャッジなど。
・各人の不得手を克服する方法を考える。
・＜エアオペラ＞で実践的にオペラ演技として応用する術を修得する。

【授業計画】＊習得状況に応じて変更有り
①立ち座り
②内容表現と感情表現の違い
③色表現
④色マイムリレー
⑤職業マイムリレー
⑥エチュード
⑦読み合わせVol.1（エアオペラ課題スコア、説明＆読解）
⑧読み合わせVol.2（相手役とのコンビネーション）
⑨立ち稽古Vol.1（課題スコアを音楽と共に～）
⑩立ち稽古Vol.2（舞台設定を考える）
⑪立ち稽古Vol.3（グループ毎のアイディア、ブレインストーミング）
⑫表現とは・記号論としての演技
⑬立ち稽古Vol.4（パターンワークの比較）
⑭立ち稽古Vol.5（ダメだし、チェック）
⑮まとめ、試演会＝テスト

◆準備学習の内容◆

前回授業の課題習得を自宅フォローをすること。
課題スコアの事前自習および暗譜。

◆成績評価の方法◆

動きやすい服装（トレーニングウェア）・靴（底の薄いもの）にて参加すること。
筆記具必携。
全出席が望ましい。

平常授業における取り組み状態により評価。
後期終了時に授業内試験を実施。
平常点と合わせて評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

歌曲特別演習Ⅲ

（Ｖ）

◆授業目標◆

歌曲特別演習Ⅰ、Ⅱの学びの上に立ち、歌曲やオラトリオを歌うために必要な技術はもちろんの事、詩の解釈、言語への豊かな感性を磨
き、演奏家となるための基本的知識や能力を養い豊富なレパートリーを蓄積させる。

◆授業内容・計画◆

イタリア・ドイツ・フランス・日本等、様々な原語による歌曲を深く追究しながら学ぶことが出来る。４５分の個人レッスンで各々歌曲を声種・声
質に適した曲を選び、詩を理解、研究すると同時に作曲家の作風や演奏スタイルも学び、コンサート歌手としての実践力を養うことが出来
る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲21に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする声楽曲21の多様な歌唱表現の検討と工夫
第４回：課題とする声楽曲21の仕上げ
第５回：課題とする声楽曲22に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第6回：課題とする声楽曲22の多様な歌唱表現の検討と工夫
第７回：課題とする声楽曲22の仕上げ
第８回：課題とする声楽曲23に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第９回：課題とする声楽曲23の多様な歌唱表現の検討と工夫
第10回：課題とする声楽曲23の仕上げ
第11回：課題とする声楽曲24に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第12回：課題とする声楽曲24の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする声楽曲24の仕上げ
第14回：声楽曲21、22、23、24のまとめ
第15回：まとめ、歌曲の表現の追究

◆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◆

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。

　Ⅲ：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）◆

　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◆



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

歌曲特別演習Ⅳ

（Ｖ）

◆授業目標◆

歌曲特別演習Ⅰ～Ⅲの学びの上に立ち、歌曲やオラトリオを歌うために必要な技術はもちろんの事、詩の解釈、言語への豊かな感性を磨
き、演奏家となるための基本的知識や能力を養い豊富なレパートリーを蓄積させる。

◆授業内容・計画◆

イタリア・ドイツ・フランス・日本等、様々な原語による歌曲を深く追究しながら学ぶことが出来る。４５分の個人レッスンで各々歌曲を声種・声
質に適した曲を選び、詩を理解、研究すると同時に作曲家の作風や演奏スタイルも学び、コンサート歌手としての実践力を養うことが出来
る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲25に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする声楽曲25の多様な歌唱表現の検討と工夫
第４回：課題とする声楽曲25の仕上げ
第５回：課題とする声楽曲26に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第6回：課題とする声楽曲26の多様な歌唱表現の検討と工夫
第７回：課題とする声楽曲26の仕上げ
第８回：課題とする声楽曲27に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第９回：課題とする声楽曲27の多様な歌唱表現の検討と工夫
第10回：課題とする声楽曲27の仕上げ
第11回：課題とする声楽曲28に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第12回：課題とする声楽曲28の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする声楽曲28の仕上げ
第14回：声楽曲25、26、27、28のまとめ
第15回：まとめ、歌曲表現のさらなる追究

◆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◆

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。

　Ⅳ：公開実技試験　演奏評価

◆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◆



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

歌曲特別演習Ⅶ

（Ｖ）

◆授業目標◆

歌曲特別演習Ⅵの学びの上に立ち、歌曲やオラトリオを歌うために必要な技術はもちろんの事、詩の解釈、言語への豊かな感性を磨き、演
奏家となるための基本的知識や能力を養い豊富なレパートリーを蓄積させる。

◆授業内容・計画◆

イタリア・ドイツ・フランス・日本等、様々な原語による歌曲を深く追究しながら学ぶことが出来る。４５分の個人レッスンで各々歌曲を声種・声
質に適した曲を選び、詩を理解、研究すると同時に作曲家の作風や演奏スタイルも学び、コンサート歌手としての実践力を養うことが出来
る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲37に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする声楽曲37の多様な歌唱表現の検討と工夫
第４回：課題とする声楽曲37の仕上げ
第５回：課題とする声楽曲38に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第6回：課題とする声楽曲38の多様な歌唱表現の検討と工夫
第７回：課題とする声楽曲38の仕上げ
第８回：課題とする声楽曲39に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第９回：課題とする声楽曲39の多様な歌唱表現の検討と工夫
第10回：課題とする声楽曲39の仕上げ
第11回：課題とする声楽曲40に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第12回：課題とする声楽曲40の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする声楽曲40の仕上げ
第14回：声楽曲37、38、39、40のまとめ
第15回：まとめ、歌曲表現のさらなる追究

◆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◆

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。

　Ⅶ：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）◆

　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◆



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

歌曲特別演習Ⅷ

（Ｖ）

◆授業目標◆

歌曲特別演習Ⅶの学びの上に立ち、歌曲やオラトリオを歌うために必要な技術はもちろんの事、詩の解釈、言語への豊かな感性を磨き、演
奏家となるための基本的知識や能力を養い豊富なレパートリーを蓄積させる。

◆授業内容・計画◆

イタリア・ドイツ・フランス・日本等、様々な原語による歌曲を深く追究しながら学ぶことが出来る。４５分の個人レッスンで各々歌曲を声種・声
質に適した曲を選び、詩を理解、研究すると同時に作曲家の作風や演奏スタイルも学び、コンサート歌手としての実践力を養うことが出来
る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする声楽曲41に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする声楽曲41の多様な歌唱表現の検討と工夫
第４回：課題とする声楽曲41の仕上げ
第５回：課題とする声楽曲42に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第6回：課題とする声楽曲42の多様な歌唱表現の検討と工夫
第７回：課題とする声楽曲42の仕上げ
第８回：課題とする声楽曲43に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第９回：課題とする声楽曲43の多様な歌唱表現の検討と工夫
第10回：課題とする声楽曲43の仕上げ
第11回：課題とする声楽曲44に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第12回：課題とする声楽曲44の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする声楽曲44の仕上げ
第14回：声楽曲41、42、43、44のまとめ
第15回：まとめ、歌曲表現のさらなる追究

◆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◆

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。

　Ⅷ：公開実技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◆



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

特別レッスンⅢ

（Ｐ）

◆授業目標◆

I、IIで体験し習得した事をさらに研き、コース終了後、社会での活動に対応出来る力を身につけることができる。

◆授業内容・計画◆

・ソリストとして可能な限り幅広いジャンルの作品を学び、レパートリーの拡大をめざす。
・国内外からの招聘教授等のレッスンを積極的に受講、聴講し、様々な角度からアドヴァイスを受ける事により、自身の音楽の内面をより深く
追求する。
第１回：１年間の学習計画を立てる
第２回：選び取られた作品の時代背景についてより深く考える
第３回：構造的、和声的な分析を詳細に試みる
第４回：様式についての徹底的な考察を深める
第５回：タッチの種類についての学修をさらに深める
第６回：脱力の方法論について複雑なケースに至るまで深める
第７回：表現について、堅固な構築を見極める
第８回：表現について、芸術的なまとめ方について考察する
第９回：表現について、個性的な解釈の本質について考察する
第１０回：記憶の方法についてより深く考察する
第１１回：演奏するときの精神的なコントロールについて実際的に考察する
第１２回：プログラミングの質についてさらに学修する
第１３回：レパートリーの構築についてさらに学修、計画する
第１４回：表現の洗練、タッチの錬磨、などについて徹底的に学修する
第１５回：セメスターのまとめとして発表しあう

◆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◆

常に自発的な態度で授業に臨んでほしい

III :  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◆



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

特別レッスンⅣ

（Ｐ）

◆授業目標◆

IIIまでで体験し習得した事をさらに磨き、コース終了後、社会での活動に対応出来る力を身につけることができる。

◆授業内容・計画◆

・ソリストとして可能な限り幅広いジャンルの作品を学び、レパートリーの拡大をめざす。
・国内外からの招聘教授等のレッスンを積極的に受講、聴講し、様々な角度からアドヴァイスを受ける事により、自身の音楽の内面をより深く
追求する。
第１回：第４セメスターの学習計画を立てる
第２回：選び取られた作品の時代背景についてさらに深く考える
第３回：構造的、和声的な分析を深める
第４回：様式についての考察をさらに深める
第５回：タッチの種類についての学修をより広範に行う
第６回：脱力の方法論について徹底的に学習する
第７回：表現について、基本的な構築を見極める
第８回：表現について、まとめ方についてより深く考察する
第９回：表現について、個性とスタンダードな解釈の差異を考察し、芸術的な解釈について考察を深める
第１０回：記憶の方法についてより深く考察する
第１１回：演奏するときの精神的なコントロールについて実際の経験も交えながら考察する
第１２回：プログラミングの質についてより深く学修する
第１３回：レパートリーの構築について徹底的に学修する
第１４回：表現の洗練、タッチの錬磨、などについてより深く学修する
第１５回：実際に演奏発表するための最終的なまとめ

◆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◆

常に自発的な態度で授業に臨んでほしい

IV :  演奏試験による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

CCL435N

作曲家と作品分析Ⅲ

久元　祐子

◆授業目標◆

ショパンから現代までの作曲家による楽曲を取り上げ、時代、地域、民族による作品の特性、それぞれの作曲家の作風、作品の個性、特徴
などを学び、それらを楽譜から読み取り、解釈し、分析する能力を養う。

◆授業内容・計画◆
第1回　ショパンの作品　～ソナタ第２番、幻想曲～
第2回　ショパンの作品　～前奏曲集～
第3回　リストの作品　　～巡礼の年"イタリア"～
第4回　リストの作品　　～2つの伝説～
第5回　ワーグナーの作品　～トリスタンとイゾルデ～
第6回　ワーグナーの作品　～指輪　四部作～
第7回　ムソルグスキーの作品
第8回　チャイコフスキーの作品
第9回　ラフマニノフの作品
第10回　ストラビンスキーの作品　～春の祭典～
第11回　ストラビンスキーの作品　～兵士の物語～
第12回　シェーンベルクの作品
第13回　ガーシュインの作品
第14回　バーンスタインの作品
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曲家を告知するので、その作曲家のいずれかの作品を、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、取り上げた作品を実際に演奏してみること。

◆成績評価の方法◆

取り上げる作品は、事前に次回のものを告知。
スコアを事前に用意しておくことが望ましい。

授業への取り組み、レポートなどにより総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

「ジョルジュ・サンド　セレクション9　書簡集」M.ペロー、持田明子、大野一道　（藤原書店）
「ワーグナーの世界」オードリー・ウィリアムスン（東京創元社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-135 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

CCL436N

作曲家と作品分析Ⅳ

久元　祐子

◆授業目標◆

近現代の作曲家による作品を幅広く取り上げ、時代、地域、民族による作品の特性、それぞれの作曲家の作風などを学び、それらを楽譜か
ら読み取り、解釈し、分析する能力を養う。

◆授業内容・計画◆

第1回　バルトークの作品
第2回　ドビュッシーの作品
第3回　ラヴェルの作品
第4回　フォーレの作品
第5回　サン・サーンスの作品
第6回　メシアンの作品
第7回　アルベニスの作品
第8回　モンポウの作品
第9回　ベンジャミン・ブリテンの作品
第10回　グリークの作品
第11回　シベリウスの作品
第12回　近現代・アジアの作曲家の作品
第13回　現代日本の作曲家の作品　～1945年以前～
第14回　現代日本の作曲家の作品　～戦後から現代～
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曲家を告知するので、その作曲家のいずれかの作品を、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、それに関連する作品を実際に自身で弾いてみること。

◆成績評価の方法◆

作曲家への理解と楽曲の分析能力、授業における発表などの成果

◆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◆



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

特別レッスンⅦ

（Ｐ）

◆授業目標◆

高度な技術の確立と豊かな表現の音楽性を身につけることができる

◆授業内容・計画◆

可能な限り幅広いジャンルの作品を学び、レパートリーの拡大を目指す。
第１回：１年間の学習計画を立てる
第２回：選び取られた作品の時代背景についてより深く考える
第３回：構造的、和声的な分析を詳細に試みる
第４回：様式についての徹底的な考察を深める
第５回：タッチの種類についての学修をさらに深める
第６回：脱力の方法論について複雑なケースに至るまで深める
第７回：表現について、堅固な構築を見極める
第８回：表現について、芸術的なまとめ方について考察する
第９回：表現について、個性的な解釈の本質について考察する
第１０回：記憶の方法についてより深く考察する
第１１回：演奏するときの精神的なコントロールについて実際的に考察する
第１２回：プログラミングの質についてさらに学修する
第１３回：レパートリーの構築についてさらに学修、計画する
第１４回：表現の洗練、タッチの錬磨、などについて徹底的に学修する
第１５回：セメスターのまとめとして発表しあう

◆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◆

常に自発的な態度で授業に臨んでほしい

Ⅶ：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◆



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

特別レッスンⅧ

（Ｐ）

◆授業目標◆

高度な技術の確立と豊かな表現の音楽性を身につけることができる

◆授業内容・計画◆

可能な限り幅広いジャンルの作品を学び、レパートリーの拡大を目指す。
第１回：第４セメスターの学習計画を立てる
第２回：選び取られた作品の時代背景についてさらに深く考える
第３回：構造的、和声的な分析を深める
第４回：様式についての考察をさらに深める
第５回：タッチの種類についての学修をより広範に行う
第６回：脱力の方法論について徹底的に学習する
第７回：表現について、基本的な構築を見極める
第８回：表現について、まとめ方についてより深く考察する
第９回：表現について、個性とスタンダードな解釈の差異を考察し、芸術的な解釈について考察を深める
第１０回：記憶の方法についてより深く考察する
第１１回：演奏するときの精神的なコントロールについて実際の経験も交えながら考察する
第１２回：プログラミングの質についてより深く学修する
第１３回：レパートリーの構築について徹底的に学修する
第１４回：表現の洗練、タッチの錬磨、などについてより深く学修する
第１５回：実際に演奏発表するための最終的なまとめ

◆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◆

常に自発的な態度で授業に臨んでほしい

Ⅷ：演奏試験による評価
（Ⅷの評価Ａ以上を取得する事により修了と認定する。）

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-422 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

CCS455N

アンサンブルレッスンⅢ

今井　顕

◆授業目標◆

共演ピアニストとして必要な質の高い演奏技術と表現力を演奏に生かすことができる。

◆授業内容・計画◆

アンサンブルピアニストとして信頼される技術、音楽的知識、センスを更に磨く。個々の学生が抱えている問題点を丁寧に指導する。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との違い
２）共演対象としての器楽と声楽の相違
３）声楽曲の伴奏における留意事項
４）弦楽器とピアノの作品
５）管楽器とピアノの作品
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）授業内演奏発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みにより、そこに求められている音楽（様式、語法、音色等）を自ら表現できるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

受講態度及び演奏による授業内評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

CCS455N

アンサンブルレッスンⅢ

梅本　実

◆授業目標◆

共演ピアニストとして必要な質の高い演奏技術と表現力を演奏に生かすことができる。

◆授業内容・計画◆

アンサンブルピアニストとして信頼される技術、音楽的知識、センスを更に磨く。個々の学生が抱えている問題点を丁寧に指導する。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との違い
２）共演対象としての器楽と声楽の相違
３）声楽曲の伴奏における留意事項
４）弦楽器とピアノの作品
５）管楽器とピアノの作品
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）授業内演奏発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みにより、そこに求められている音楽（様式、語法、音色等）を自ら表現できるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

受講態度及び演奏による授業内評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

CCS455N

アンサンブルレッスンⅢ

菊地　真美

◆授業目標◆

共演ピアニストとして必要な質の高い演奏技術と表現力を演奏に生かすことができる。

◆授業内容・計画◆

アンサンブルピアニストとして信頼される技術、音楽的知識、センスを更に磨く。個々の学生が抱えている問題点を丁寧に指導する。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との違い
２）共演対象としての器楽と声楽の相違
３）声楽曲の伴奏における留意事項
４）弦楽器とピアノの作品
５）管楽器とピアノの作品
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）授業内演奏発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みにより、そこに求められている音楽（様式、語法、音色等）を自ら表現できるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

受講態度及び演奏による授業内評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

CCS455N

アンサンブルレッスンⅢ

菊地　真美

◆授業目標◆

共演ピアニストとして必要な質の高い演奏技術と表現力を演奏に生かすことができる。

◆授業内容・計画◆

アンサンブルピアニストとして信頼される技術、音楽的知識、センスを更に磨く。個々の学生が抱えている問題点を丁寧に指導する。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との違い
２）共演対象としての器楽と声楽の相違
３）声楽曲の伴奏における留意事項
４）弦楽器とピアノの作品
５）管楽器とピアノの作品
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）授業内演奏発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みにより、そこに求められている音楽（様式、語法、音色等）を自ら表現できるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

受講態度及び演奏による授業内評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-422 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

CCS456N

アンサンブルレッスンⅣ

今井　顕

◆授業目標◆

共演ピアニストとして必要な質の高い演奏技術と表現力を用いて、自発的に演奏することができる。

◆授業内容・計画◆

12月に行われるコース修了演奏へ向けての準備と仕上げ。
完成度の高いアンサンブル、作品への深い理解、確かな技術の習得を目指す。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との違い
２）共演対象としての器楽と声楽の相違
３）共演、伴奏における留意事項
４）弦楽器とピアノの作品
５）管楽器とピアノの作品
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）修了演奏
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みにより、そこに求められている音楽（様式、語法、音色等）を自ら表現できるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

演奏試験による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-327 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

CCS456N

アンサンブルレッスンⅣ

梅本　実

◆授業目標◆

共演ピアニストとして必要な質の高い演奏技術と表現力を用いて、自発的に演奏することができる。

◆授業内容・計画◆

12月に行われるコース修了演奏へ向けての準備と仕上げ。
完成度の高いアンサンブル、作品への深い理解、確かな技術の習得を目指す。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との違い
２）共演対象としての器楽と声楽の相違
３）共演、伴奏における留意事項
４）弦楽器とピアノの作品
５）管楽器とピアノの作品
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）修了演奏
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みにより、そこに求められている音楽（様式、語法、音色等）を自ら表現できるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

演奏試験による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 N-327 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

CCS456N

アンサンブルレッスンⅣ

菊地　真美

◆授業目標◆

共演ピアニストとして必要な質の高い演奏技術と表現力を用いて、自発的に演奏することができる。

◆授業内容・計画◆

12月に行われるコース修了演奏へ向けての準備と仕上げ。
完成度の高いアンサンブル、作品への深い理解、確かな技術の習得を目指す。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との違い
２）共演対象としての器楽と声楽の相違
３）共演、伴奏における留意事項
４）弦楽器とピアノの作品
５）管楽器とピアノの作品
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）修了演奏
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みにより、そこに求められている音楽（様式、語法、音色等）を自ら表現できるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

演奏試験による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 N-327 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

CCS456N

アンサンブルレッスンⅣ

菊地　真美

◆授業目標◆

共演ピアニストとして必要な質の高い演奏技術と表現力を用いて、自発的に演奏することができる。

◆授業内容・計画◆

12月に行われるコース修了演奏へ向けての準備と仕上げ。
完成度の高いアンサンブル、作品への深い理解、確かな技術の習得を目指す。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との違い
２）共演対象としての器楽と声楽の相違
３）共演、伴奏における留意事項
４）弦楽器とピアノの作品
５）管楽器とピアノの作品
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）修了演奏
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

入念な譜読みにより、そこに求められている音楽（様式、語法、音色等）を自ら表現できるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

演奏試験による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-113 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 4単位

備考

アンサンブル演習Ⅲ

器楽系

三木　香代

◆授業目標◆

ピアノ以外の楽器、特に弦楽器や管楽器とのアンサンブルに必要な知識や技術、心構えを会得し、求められるピアノの役割を考慮して演奏
することができる。
アンサンブルの際に生じる問題点を自ら解決することができる。

◆授業内容・計画◆

よいアンサンブルには、それぞれの楽曲におけるピアノの役割を適切に把握する能力、それを確かに表現しうる技術、そして音質や音色の
問題を含む全体のバランスを聞きわけ調整できる耳が不可欠である。また、奏者同士のコミュニケーションをいかにとるのかということも重要
である。
授業では、ヴァイオリンとピアノ、もしくはフルートとピアノのための作品を取り上げ、実際に音にしていく過程ではどのような点に配慮すべき
なのかを探求する。

〈授業スケジュール〉
 １）ガイダンス
 ２）フランク：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 第1楽章
 ３）フランク：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 第4楽章
 ４）サン＝サーンス：ロマンス 作品37
 ５）フォーレ：シチリアーノ
 ６）ブラームス：ヴァイオリンソナタ第1番 作品78 第1楽章
 ７）ブラームス：ヴァイオリンソナタ第1番 作品78 第2楽章
 ８）プーランク：フルートとピアノのためのソナタ 第1楽章
 ９）プーランク：フルートとピアノのためのソナタ 第2楽章
 10）ブラームス：ヴァイオリンソナタ第1番 作品78 第3楽章
 11）ブラームス：ヴァイオリンソナタ第2番 作品100 第1楽章
 12）プーランク：フルートとピアノのためのソナタ 第3楽章
 13）ライネッケ：フルートとピアノのためのソナタ 作品167 第1楽章
 14）演奏発表と合評
 15）まとめ

◆準備学習の内容◆

曲を理解し、自分のパートはもちろんのこと全体を把握しておくこと。（目安毎日１時間以上）

◆成績評価の方法◆

ヴァイオリンとフルートについては、演奏助手が共演する。貴重な機会を生かせるよう、しっかり準備をして授業に臨んでほしい。
授業スケジュールは、状況に応じて変更する場合がある。

平常の授業への取り組みと演奏の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 4単位

備考

アンサンブル演習Ⅲ

声楽系

花岡　千春

◆授業目標◆

歌曲伴奏の基本的技術を学び、様々な言語による多様な歌曲作品を、伝統に則って、正しく演奏することが出来る。

◆授業内容・計画◆

ドイツ歌曲（梅本）、イタリア・スペイン歌曲（河原）、フランス・日本歌曲・英語作品（花岡）によるオムニバス方式の授業とする。

１)ドイツ歌曲の演習（その１）ブラームスの歌曲
２)ドイツ歌曲の演習（その２）リヒャルト・シュトラウスの歌曲
３)ドイツ歌曲の演習（その３）マーラーの歌曲
４)ドイツ歌曲の演習（その４）シェーンベルクの歌曲
５)ドイツ歌曲の演習（その５）ヴォルフの歌曲
６)イタリア歌曲の演習　古典歌曲集
７)イタリア歌曲の演習（その１）トスティの歌曲　初期作品について
８)イタリア歌曲の演習（その２）トスティの歌曲　円熟期の作品について
９)イタリア歌曲の演習近代作品
１０)英語作品
１１)フランス歌曲の演習（その１）フォーレ、ドビュッシー等
１２)フランス歌曲の演習（その２）ラヴェル、プーランク等
１３)日本歌曲の演習（その１）山田耕筰周辺の作品
１４)日本歌曲の演習（その２）中田喜直以降の作品
１５)まとめ

演奏補助者を依頼し授業を行う。曲目に関してはそれぞれの担当教員から指示がある。

初回の授業で取り上げる曲は掲示するので全員その曲を用意するように。

◆準備学習の内容◆

曲を学生に割り振るが、全員授業で取り上げる曲を準備して来ること。

◆成績評価の方法◆

演奏補助者を用意する。

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-113 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 4単位

備考

アンサンブル演習Ⅳ

器楽系

三木　香代

◆授業目標◆

ピアノ以外の楽器、特に弦楽器や管楽器とのアンサンブルに必要な知識や技術、心構えを会得し、求められるピアノの役割を考慮して演奏
することができる。
アンサンブルの際に生じる問題点を自ら解決することができる。

◆授業内容・計画◆

コース修了演奏を視野に入れながら、各自選曲した楽曲を中心に、より緻密なアンサンブルのための表現方法を実践的に学ぶ。
なお、授業では三重奏以上の室内楽の参加も歓迎する。
〈取り上げる作品〉
  各自アンサンブルによる自由曲
  コース修了演奏のプログラム
〈授業スケジュール〉
 １）コース修了演奏のプログラミングについて
 ２）弦楽器とのデュオにおける重要事項の確認
 ３）管楽器とのデュオにおける重要事項の確認
 ４）様式、テンポ、用語や記号など譜面の正確な読み取りについて
 ５）装飾音、アーティキュレーションなどの考察
 ６）ふさわしい音色とそのための演奏技術の探求
 ７）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割について
 ８）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方の再確認
 ９）弦楽器とのアンサンブルにおける重要事項の確認
 10）管楽器とのアンサンブルにおける重要事項の確認
 11）ピアノを含む三重奏以上の室内楽について
 12）演奏を客観的に聴くことと修正の重要性について
 13）修了演奏に向けての最終調整
 14）修了演奏のリハーサル
 15）まとめ

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。
自分のパートだけでなく全体を把握しておくこと。（目安毎日１時間以上）

◆成績評価の方法◆

共演者との事前のリハーサルがたいへん重要である。
コース修了演奏に向けて、選曲も含め、しっかり準備すること。
共演者が授業に参加できない場合、ヴァイオリンとフルートについては演奏助手が共演することもできる。

平常の授業への取り組みと演奏の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 4単位

備考

アンサンブル演習Ⅳ

声楽系

花岡　千春

◆授業目標◆

様々な言語による歌曲の伴奏を作品に相応しい様式で表現できる。

◆授業内容・計画◆

各自、修了試験のプログラムを決めて、その作品の言語によって担当者を学生が選び授業を受ける。ドイツ歌曲を梅本、フランス・日本・英
米歌曲を花岡、イタリア・スペイン歌曲を河原、が担当する

１)歌曲伴奏の演習  ドイツ歌曲（その１）シューベルト周辺
２)歌曲伴奏の演習  ドイツ歌曲（その２）シューマン周辺
３)歌曲伴奏の演習  ドイツ歌曲（その３）ブラームス周辺
４)歌曲伴奏の演習  ドイツ歌曲（その４）ヴォルフ周辺とそれ以降
５)歌曲伴奏の演習  フランス歌曲（その１）フォーレ周辺
６)歌曲伴奏の演習  フランス歌曲（その２）ドビュッシー周辺
７)歌曲伴奏の演習  フランス歌曲（その３）ラヴェル周辺
８)歌曲伴奏の演習  フランス歌曲（その４）プーランク以降
９)歌曲伴奏の演習  イタリア歌曲（その１）トスティ周辺
１０)歌曲伴奏の演習  イタリア歌曲（その２）レスピーギ以降
１１)コース終了試験に向けての準備（その１）修了試験の課題の決定
１２)コース終了試験に向けての準備（その２）修了試験の作品についての楽曲分析
１３)コース終了試験に向けての準備（その３）修了試験の作品の詩についての研究と分析
１４)コース終了試験に向けての準備（その４）修了試験の演奏の構成についての計画と演習
１５)まとめ

◆準備学習の内容◆

各自、歌い手を決め歌手を伴っての授業参加を原則とする。歌手の都合によっては授業時間の調整も行う。

◆成績評価の方法◆

歌い手の都合により授業時間の調整も可能である。

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

CCS925N

アンサンブル特別レッスンⅢ

器楽

奈良　希愛

◆授業目標◆

さらなるレパートリーの拡大に努めつつ、室内楽の魅力を深く理解する

◆授業内容・計画◆

第１回　DVD鑑賞　様々な楽器との室内楽の魅力に触れる
第２回　古典の作品　①共演楽器の個性について学ぶ　その１ 互いの楽器について理解し合う
第３回　古典の作品　②共演楽器の個性について学ぶ　その２ 呼吸法について学ぶ
第４回　古典の作品　③楽器の音域を理解しバランスを捉える　その１ 共演楽器の音色を意識して音をつくる
第５回　古典の作品　④楽器の音域を理解しバランスを捉える　その２ 全体のバランスに耳をすませて演奏する
第６回　古典の作品　⑤全体の流れを理解し、仕上げに向けての準備をする
第７回　古典の作品　⑥仕上げ、演奏
第８回　ロマン派の作品　①全体の構成について理解する
第９回　ロマン派の作品　②フレージングの作りかたについて学ぶ
第10回　ロマン派の作品　③音質について研究する　その１ 音のイメージを言葉で表現してみる
第11回　ロマン派の作品　④音質について研究する　その２ 自己の意識を高めて音づくりをする
第12回　ロマン派の作品　⑤全体の組み立てについて再度確認する。
第13回　ロマン派の作品　⑥演奏発表に向けての準備
第14回　ロマン派の作品　⑦仕上げ　演奏
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業に向けての、アンサンブルとしての練習を多くすることを求められる。

◆成績評価の方法◆

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）◆

指導教員との話し合いで決める。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-112 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

CCS925N

アンサンブル特別レッスンⅢ

声楽

星野　明子

◆授業目標◆

①詩が描いている世界と音楽を読み取り、共演者とどのように音楽を作り上げてゆくか、ピアノパートに求められている表現を研究する。
②１,Ⅱセメスターで学んだことを更に発展させて、共演者としての能力を習得する。

◆授業内容・計画◆

初回授業でそれぞれの学生が研究する曲目を相談の上決める。
何れの曲であろうと、詩と音楽を良く理解して時代様式に即した演奏ができるよう、あらゆる意味で良いバランス感覚が必要なことは言うまで
もない。
共演者をしっかりサポートしながら自らの音楽発信ができるように、技術、感性、知識を磨く。

[共通課題]
R.Schumann: リーダークライス　Op.39
 第1回　ガイダンス
 第2回　歌曲集全体について
 第3回　シューマン1840年
 第4回　詩の成り立ち
 第5回　詩の内容
 第6回　詩と音楽の密接な関わり
 第7回　詩の深い理解と音楽の感受性
 第8回　シューマンの語法
 第9回　それぞれの表現に相応しいタッチ、ペダリングの研究
第10回　歌とピアノの役割
第11回　音楽の呼吸、フレージング
第12回　歌と合わせ
第13回　表現を深める
第14回　仲間の演奏を聴き合う
第15回　まとめ
　

◆準備学習の内容◆

演奏する曲の内容、時代背景等を理解し、音に意味を持たせることができるように準備する。

◆成績評価の方法◆

上級アンサンブルコース生としての自覚を持ち、自らの勉強に励んで欲しい。

授業内評価：毎回の授業での演奏及び研究

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

CCS926N

アンサンブル特別レッスンⅣ

器楽

奈良　希愛

◆授業目標◆

様々な様式の室内楽作品に触れ、室内楽への理解を深める

◆授業内容・計画◆

第１回　夏休み中の練習作品　①演奏発表
第２回　夏休み中の練習作品　②作品に対する意見の交換、および様式理解への確認
第３回　ロシア作品の研究　①全体の構成をつかむ
第４回　ロシア作品の研究　②ロシア音楽史を考え、アンサンブルとしての研究　その１ ロシアの歴史と音楽の関わりを理解する
第５回　ロシア作品の研究　③ロシア音楽史を考え、アンサンブルとしての研究　その２ 各々の作曲家の作品の特徴を学ぶ
第６回　ロシア作品の研究　④音質、表現の幅、バランスについて研究する　その１ 打鍵について考える
第７回　ロシア作品の研究　⑤音質、表現の幅、バランスについて研究する　その２ ペダリングについて考える
第８回　ロシア作品の研究　⑥仕上げ　演奏
第９回　フランス作品の研究　①全体の構成をつかむ
第10回　フランス作品の研究　②音質、アンサンブルにおけるバランスを考える　その１ 他の文化と比較しながらフランス音楽の特色を理解
する
第11回　フランス作品の研究　③音質、アンサンブルにおけるバランスを考える　その２ 実際に音質について考える
第12回　フランス作品の研究　④アンサンブルにおける呼吸の研究　その１ 和声バランスについて考える
第13回　フランス作品の研究　⑤アンサンブルにおける呼吸の研究　その２ 全体の流れを意識する
第14回　フランス作品の研究　⑥仕上げ　演奏
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

多方面からの作品のアプローチとともに、アンサンブルとしての理解度を深めて授業にのぞんでほしいので、
合わせは多く行い、授業に向けて準備を望む。

◆成績評価の方法◆

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）◆

担当教員との話し合いで決める。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-112 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

CCS926N

アンサンブル特別レッスンⅣ

声楽

星野　明子

◆授業目標◆

アンサンブルピアニストとして必要な知識を再確認し、いろんな角度からのアプローチを踏まえ、経験豊かなパートナーと共演して演奏の幅
を拡げる。

◆授業内容・計画◆

イタリア、ドイツ、フランス、日本歌曲の中から、作曲家、作品を選び授業の中で共演者と曲を作り上げる。

第1回 イタリア歌曲（O.Respighi/Wolf-Ferrari）
第2回 ドイツ歌曲①（Brahms）
第3回 ドイツ歌曲②（R.Strauss）
第4回 ドイツ歌曲③（H.Wolf）
第5回 ドイツ歌曲④（G.Mahler）
第6回 フランス歌曲①（G.Fauré）
第7回 フランス歌曲②（C:Debussy）
第8回 フランス歌曲③（H.Duparc）
第9回 日本歌曲
第10回 発表会へ向けての準備①其々が選択した曲目
第11回 発表会へ向けての準備②様式について
第12回 発表会へ向けての準備③詩と音楽について
第13回  発表会へ向けての準備④アンサンブルの精度を高める
第14回  発表会へ向けての準備⑤他のペアの音楽を聴き合う
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

アプローチする曲の詩を朗読できるようにしておくこと。

◆成績評価の方法◆

自分が選ぶ作品の語学を、最低限読めるようにすること。
まずは、詩を朗読することから始める。

平常の授業への取り組み及び、発表会により成績を評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

SWL493N

管楽器作品研究

菊池　かなえ

◆授業目標◆

それぞれの管楽器の音色、特性を知る。作品を通じて学問と実践の両方からのアプローチを体験し、実際の演奏に生かす力をつける。ある
作品を演奏、研究する時、何をしたらいいか自分で考え、調べる方法を知り、演奏と関連させて行く。

◆授業内容・計画◆

　例としていくつかの作品を通して、各時代の背景、価値観、そこから生まれた演奏法などを考察する。また、音楽学的な側面からの見方も
学ぶ。それらをどう演奏に生かして行くか、演奏法の実験も行う。主にフルートに関係する作品、歴史的楽器を体験しながら他の管楽器につ
いても見て行く。鍵盤楽器においてもチェンバロ、フォルテピアノを使ってアンサンブルを試みてみたい。それぞれの専門分野のゲスト講師を
呼ぶ予定。
　各自興味を持った作曲家、作品、楽器などを選択し、調べた事について発表し合い、演奏、ディスカッションをしながら進める。音楽学の学
生には、曲目解説のようなレポートを書いてもらう。授業の最後には、プログラムを製作し、演奏発表を行う。

第1回 　予告、授業の進め方など相談
第2回   M.ラヴェル/「ボレロ」を題材に
第3回   フルートの作品、楽器について
第4回   J.S.バッハ/「フルートソナタ」を題材に
第5回　 バロックの作品を当時の楽器で演奏体験
第6回   古典派の作品を当時の楽器で演奏体験
第7回   三善晃/「隋風吹動」を題材に
第8回   音楽学サイドからの作品への取り組みについて
第9回   特にフルート以外の木管楽器の作品、楽器について
第10回　 特に金管楽器の作品、楽器について
第11回　発表の曲決め
第12回　プログラム製作
第13回　演奏仕上げ
第14回　発表
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

各自選択した事柄について、自分の考えが及ぶ範囲の調査をしてくる事。
授業で演奏する事になったものを練習してくる事。

◆成績評価の方法◆

遅刻しない事。遅刻しても来ること。

演奏、またはレポート。
平常の授業の取り組みにより評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

SWL494N

弦楽器作品研究

大西　律子

◆授業目標◆

鍵盤楽器と弦楽器との親密なアンサンブルの為に、バロック時代や古典派やロマン派の作品を研究しながら、お互いの楽器の特性を理解し
合う。

◆授業内容・計画◆

J.S.Bachの「ヴァイオリンと鍵盤楽器の為の6つのソナタ」、J.Haydnの「ピアノ三重奏曲」、W.A.Mozartの「ピアノとヴァイオリンの為のソナタ」
「ピアノ三重奏曲」「ピアノ四重奏曲」、L.v.Beethovenの「ピアノとヴァイオリンの為のソナタ」「ピアノ三重奏曲」、F.Schubertの「ピアノ三重奏
曲」、Mendelssohnnの「ピアノ三重奏曲」等の中から数曲を取り上げる。
具体的な曲目は、受講生の顔ぶれと専攻、各自の希望によって、全員に最低1曲ずつあたるように決める。
毎回いくつかのグループに演奏してもらいながら、その作品について全員で考え、理解を深めていきたい。
作曲された当時の音を探る手掛かりになるように、チェンバロやフォルテピアノに触れる機会も設ける。
期末には演奏発表会を行う。

第1回　顔合わせ、アンサンブルのグループ分け、選曲相談
第2回　組み合わせや曲目の決定、実演開始
第3回　実演と研究(1)  第1楽章
第4回　実演と研究(2)  第1楽章・第2楽章
第5回　チェンバロにふれてみよう(1)
第6回　フォルテピアノにふれてみよう(1)
第7回　実演と研究(3)  第2楽章・第3楽章
第8回　実演と研究(4)  第3楽章・第4楽章
第9回　チェンバロにふれてみよう(2)
第10回　フォルテピアノにふれてみよう(2)
第11回  実演と研究の仕上げ(1)  全楽章　第1グループ
第12回  実演と研究の仕上げ(2)  全楽章　第2グループ
第13回  演奏発表会(1)　 第1グループ
第14回  演奏発表会(2)　 第2グループ
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

選ぶ作品が決まったら、各グループごとに合わせの練習をし、教員と他の受講生分のスコアを用意して授業に参加する。

◆成績評価の方法◆

やりたい曲を積極的に提案して欲しい。
分からなかったり迷ったりしたら、相談しに来て下さい。

普段の授業への参加の積極性、最後の発表、を合わせて評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

・「バロック音楽」　アントニーバートン編　角倉一朗訳　音楽之友社
・「バロックのヴァイオリン奏法」　フランチェスコ・ジェミニアーニ著　サイモン・モリス解説　内田智雄訳
シンフォニア社
・「バイオリン奏法」　レオポルド・モーツァルト著　塚原哲夫訳 全音楽譜出版社

◆留意事項◆



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

特別レッスンⅢ

（Ｓ）

◆授業目標◆

ソリストにふさわしい高度な技術を磨き、幅広いジャンルの作品を学び、曲にふさわしく豊かな表現力を伴った演奏をする。

◆授業内容・計画◆

第１回　自己の課題の確認と目標設定
※招聘教授による公開レッスン、マスタークラスなどを積極的に受講、聴講するとともに、コンクールや演奏会などの発表の機会を踏まえる。
第２回　特別レッスンⅡまでのレパートリーの演奏
第３回　履修曲Ⅲ-①曲の特徴をふまえた演奏
第４回　履修曲Ⅲ-①音楽表現の工夫・改善
第５回　履修曲Ⅲ-①仕上げ
第６回　履修曲Ⅲ-②曲の特徴をふまえた演奏
第７回　履修曲Ⅲ-②音楽表現の工夫・改善
第８回　履修曲Ⅲ-②仕上げ
第９回　履修曲Ⅲ-③曲の特徴をふまえた演奏
第10回　履修曲Ⅲ-③音楽表現の工夫・改善
第11回　履修曲Ⅲ-③仕上げ
第12回　履修曲Ⅲ-④曲の特徴をふまえた演奏
第13回　履修曲Ⅲ-④音楽表現の工夫・改善
第14回　履修曲Ⅲ-④
第15回　特別レッスンⅢのまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行ったうえで、履修作品をよく練習をして毎回のレッスンに臨むこと。
作品の参考音源の比較聴取や、スコア・リーディングなどを行って楽曲分析するとともに、楽曲の背景等をよく調べて演奏に生かすこと。

◆成績評価の方法◆

上記第１回～第15回は、一例である。楽器や履修者の特性により異なるので、担当教員と第1回に進め方や課題を確認すること。

レッスンへの取り組み状況と技能や表現力の向上により授業内で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

演奏する作品の楽譜を用いる。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

特別レッスンⅣ

（Ｓ）

◆授業目標◆

ソリストにふさわしい高度な技術を一層磨き、幅広いジャンルの作品を学び、曲にふさわしく豊かな表現力を伴った演奏をする。

◆授業内容・計画◆

第１回　自己の課題の確認と目標設定
※招聘教授による公開レッスン、マスタークラスなどを積極的に受講、聴講するとともに、コンクールや演奏会などの発表の機会を踏まえる。
第２回　特別レッスンⅢまでのレパートリーの演奏
第３回　履修曲Ⅳ-①曲の特徴をふまえた演奏
第４回　履修曲Ⅳ-①音楽表現の工夫・改善
第５回　履修曲Ⅳ-①仕上げ
第６回　履修曲Ⅳ-②曲の特徴をふまえた演奏
第７回　履修曲Ⅳ-②音楽表現の工夫・改善
第８回　履修曲Ⅳ-②仕上げ
第９回　履修曲Ⅳ-③曲の特徴をふまえた演奏
第10回　履修曲Ⅳ-③音楽表現の工夫・改善
第11回　履修曲Ⅳ-③仕上げ
第12回　履修曲Ⅳ-④曲の特徴をふまえた演奏
第13回　履修曲Ⅳ-④音楽表現の工夫・改善
第14回　履修曲Ⅳ-④演奏試験に向けて一層の工夫・改善
第15回　履修曲Ⅳ-④演奏試験に向けて豊かな表現力を伴った演奏

◆準備学習の内容◆

日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行ったうえで、履修作品をよく練習をして毎回のレッスンに臨むこと。
作品の参考音源の比較聴取や、スコア・リーディングなどを行って楽曲分析するとともに、楽曲の背景等をよく調べて演奏に生かすこと。

◆成績評価の方法◆

上記第１回～第15回は、一例である。楽器や履修者の特性により異なるので、担当教員と第1回に進め方や課題を確認すること。

演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

演奏する作品の楽譜を用いる。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

特別レッスンⅦ

（Ｓ）

◆授業目標◆

ソリストとしての高度な技術を磨き、幅広いジャンルの作品を学び、曲にふさわしく豊かな表現力を伴った演奏をする。

◆授業内容・計画◆

第１回　自己の課題の確認と目標設定
※招聘教授による公開レッスン、マスタークラスなどを積極的に受講、聴講するとともに、コンクールや演奏会などの発表の機会を踏まえる。
第２回　特別レッスンⅥまでのレパートリーの演奏
第３回　履修曲Ⅶ-①曲の特徴をふまえた演奏
第４回　履修曲Ⅶ-①音楽表現の工夫・改善
第５回　履修曲Ⅶ-①仕上げ
第６回　履修曲Ⅶ-②曲の特徴をふまえた演奏
第７回　履修曲Ⅶ-②音楽表現の工夫・改善
第８回　履修曲Ⅶ-②仕上げ
第９回　履修曲Ⅶ-③曲の特徴をふまえた演奏
第10回　履修曲Ⅶ-③音楽表現の工夫・改善
第11回　履修曲Ⅶ-③仕上げ
第12回　履修曲Ⅶ-④曲の特徴をふまえた演奏
第13回　履修曲Ⅶ-④音楽表現の工夫・改善
第14回　履修曲Ⅶ-④仕上げ
第15回　特別レッスンⅦのまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行ったうえで、履修作品をよく練習をして毎回のレッスンに臨むこと。
作品の参考音源の比較聴取や、スコア・リーディングなどを行って楽曲分析するとともに、楽曲の背景等をよく調べて演奏に生かすこと。

◆成績評価の方法◆

上記第１回～第15回は、一例である。楽器や履修者の特性により異なるので、担当教員と第1回に進め方や課題を確認すること。

レッスンへの取り組み状況と技能や表現力の向上により授業内で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

演奏する作品の楽譜を用いる。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

特別レッスンⅧ

（Ｓ）

◆授業目標◆

ソリストとしての高度な技術を一層磨き、幅広いジャンルの作品を学び、曲に応じた、また上級アドヴァンスト・コースのまとめにふさわしい豊
かな表現力を伴った演奏をする。

◆授業内容・計画◆

第１回　自己の課題の確認と目標設定
※招聘教授による公開レッスン、マスタークラスなどを積極的に受講、聴講するとともに、コンクールや演奏会などの発表の機会を踏まえる。
第２回　特別レッスンⅦまでのレパートリーの演奏
第３回　履修曲Ⅷ-①曲の特徴をふまえた演奏
第４回　履修曲Ⅷ-①音楽表現の工夫・改善
第５回　履修曲Ⅷ-①仕上げ
第６回　履修曲Ⅷ-②曲の特徴をふまえた演奏
第７回　履修曲Ⅷ-②音楽表現の工夫・改善
第８回　履修曲Ⅷ-②仕上げ
第９回　履修曲Ⅷ-③曲の特徴をふまえた演奏
第10回　履修曲Ⅷ-③音楽表現の工夫・改善
第11回　履修曲Ⅷ-③仕上げ
第12回　履修曲Ⅷ-④曲の特徴をふまえた演奏
第13回　履修曲Ⅷ-④音楽表現の工夫・改善
第14回　履修曲Ⅷ-④演奏試験に向けて一層の工夫・改善
第15回　履修曲Ⅷ-④演奏試験に向けて豊かな表現力を伴った演奏

◆準備学習の内容◆

日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行ったうえで、履修作品をよく練習をして毎回のレッスンに臨むこと。
作品の参考音源の比較聴取や、スコア・リーディングなどを行って楽曲分析するとともに、楽曲の背景等をよく調べて演奏に生かすこと。

◆成績評価の方法◆

上記第１回～第15回は、一例である。楽器や履修者の特性により異なるので、担当教員と第1回に進め方や課題を確認すること。
Ⅷの評価Ａ以上を取得することにより上級アドヴァンスト・コース修了と認定する。

演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

演奏する作品の楽譜を用いる。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-B 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

CCS603N

指揮法／指揮伴奏法研究Ⅲ

今村　能

◆授業目標◆

ウィーン古典派音楽の語法を身に着け、イタリア音楽に親しむ。

◆授業内容・計画◆

学生による2台ピアノを、指揮者志望の学生が指揮をして実習。
管弦楽曲のピアノ伴奏はスコア・リーディング。

１．ベートーヴェン：交響曲第1番第1楽章 (1)序奏・提示部　テンポの変わり目、テクニックの使い分け
２．ベートーヴェン：交響曲第1番第1楽章 (2)展開部・再現部　微妙なニュアンスの違いの実現
３．ベートーヴェン：交響曲第1番第2楽章　テクニックの復習及び管弦楽への対応
４．ベートーヴェン：交響曲第1番第3楽章　スケルツォ打法と３拍子打法
５．ベートーヴェン：交響曲第1番第4楽章　フェルマータへの対処法、速いテンポでの指揮法
６．シューベルト：交響曲第7番「未完成」第1楽章　レントラーについて
７．シューベルト：交響曲第7番「未完成」第2楽章　デリケートなニュアンス
８．J.シュトラウス:喜歌劇「こうもり」序曲～　指揮テクニックの総括　ワルツ打法、４分打法、波打ち運動
９．J.シュトラウス：喜歌劇「こうもり」序曲～ワルツ・ポルカ、エレガントさ。
10.プッチーニ：「ラ・ボエーム」第1幕より イタリア語への対応、プッチーニ風リズム感、アリア
11.プッチーニ：「ラ・ボエーム」第2幕より　合唱への対応、バランス、イタリア風カンティレーナ
12.プッチーニ：「ラ・ボエーム」第3幕より 感情の推移を具体的にどう表現するか。
13.プッチーニ：「ラ・ボエーム」第4幕より 登場人物の心理描写を具体的に表現
14.プッチーニ：「ラ・ボエーム」まとめ
15.試験　まとめ

◆準備学習の内容◆

★予習①指揮の学生は各曲について事前の研究を徹底する。
★予習②全員スコア・レーディングによる伴奏に交代であたるので、学生同士で割り振りを事前に相談しておくこと。
★予習③オペラに関しては、歌いながら指揮（指揮の学生中心）又は弾き歌い（コレペティートルの学生中心）ができるように準備する。
★復習：授業後は数日中に勉強したことを各自復習して、体に染み込ませる努力を。
★まとめて猛勉強する時間を意識して作って下さい。

◆成績評価の方法◆

実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

使用楽譜は各自準備して下さい。（授業内等で指示）

◆参考図書◆



★使用する楽譜は各自用意して下さい。
★予習・復習・猛勉強！
★楽語や曲名に含まれるイタリア語、ドイツ語のニュアンスを理解しましよう！
★ボエームのイタリア語はしっかり勉強して下さい。

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-B 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

CCS604N

指揮法／指揮伴奏法研究Ⅳ

今村　能

◆授業目標◆

各国の音楽に親しむ

◆授業内容・計画◆

コレペティートルと指揮の学生による2台ピアノを、指揮の学生が指揮をして実習。必要に応じて歌手や打楽器奏者等との共同作業をする。

１．プッチーニ：「蝶々夫人」より「ある晴れた日に」声楽的・音楽的な対処法
２．プッチーニ：「トスカ」より「歌に生き、愛に生き」歌と伴奏の融合
３．ドヴォジャーク：交響曲第8番第1楽章 チェコ音楽の語法、4/4と2/2への対応
４．ドヴォジャーク：交響曲第8番第2楽章　緩徐楽章の考え方
５．ドヴォジャーク：交響曲第8番第3楽章　一つ振りの問題点
６．ドヴォジャーク：交響曲第8番第4楽章 微妙なテンポの違いへの対応、バランス
７．ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲　ドビュッシーの語法
８．ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲　ドビュッシーの和声感
９．ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲　詩的な表現
10．ストラヴィンスキー：「春の祭典」第1部 ソロへの対応
11．ストラヴィンスキー：「春の祭典」第1部 複合的リズム感
12．ストラヴィンスキー：「春の祭典」第2部 変拍子
13．ストラヴィンスキー：「春の祭典」第2部 打楽器への対応
14．総括
15．実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

★予習①　各回取り上げる作品のアナリーゼをしっかりとやり、指揮並びにピアノ演奏に繁栄させる様に。
★予習②　オペラのイタリア語は少しづつ時間をかけて準備する様に。
★復習　授業後数日中に必ず復習をする様に。学んだ事を定着させるため。
★時々は意識して猛勉強する時間を作る！

◆成績評価の方法◆

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）



イタリア語、チェコ語、フランス語、ロシア語を研究して下さい。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-B 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 4単位

備考

オーケストラ／声楽作品特別研究Ⅲ

河原　忠之

◆授業目標◆

オペラに対する基礎的な知識を理解し、実践的経験を積む。

◆授業内容・計画◆

モーツァルトのオペラを採り上げ、レチタティーヴォ・セッコ、レチタティーヴォ・アッコンパニャートの演奏の方法を学ぶ。
自分の弾くテンポへの認識、そして指揮の見方について経験をする。

第1回 指揮の見方
第2回 レチタティーヴォの勉強の仕方
第3回 実際のコレペティートルの実践（スコアの読み方）
第4回 実際のコレペティートルの実践（拍子・変拍子について）
第5回 実際のコレペティートルの実践（弦楽器に対するピアノの音の出し方）
第6回 実際のコレペティートルの実践（管楽器に対するピアノの音の出し方）
第7回 実際のコレペティートルの実践（スコアからの編曲について）
第8回 実際のコレペティートルの実践（呼吸について）
第9回 実際のコレペティートルの実践（弾き歌いの実践）
第10回 実際のコレペティートルの実践（二重唱においての相手役の弾き歌い）
第11回 実際のコレペティートルの実践（ダメ出しの仕方）
第12回 実際のコレペティートルの実践（コレぺティの仕事について）
第13回 実際のコレペティートルの実践（歌手とのコレペティの実践）
第14回 実際のコレペティートルの実践（指揮の実践）
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

指揮を見て弾けるようにしておくこと。

◆成績評価の方法◆

平常の授業への取組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 SPC-B 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 4単位

備考

オーケストラ／声楽作品特別研究Ⅲ

森垣　桂一

◆授業目標◆

（1）弦楽合奏、管楽合奏等のアンサンブルを指揮してリハーサルを行い、楽曲をまとめることができる。
（2）指揮をする楽曲の楽譜を分析し理解することにより、リハーサルと本番の演奏を準備することができる。

◆授業内容・計画◆

大規模な声楽作品、管弦楽作品を題材に、作品分析と演奏解釈、指揮法をレッスン形式で学ぶ。また、実際の演奏家を相手に学んだ楽曲を
試演する年3回程度のセッションでは、指揮法の実際や練習の進め方などを学んでいく。取り上げる課題曲については、履修学生の能力や
適正を考慮しつつその都度決定される。
2015年はチャイコフスキー作曲「弦楽セレナード」のセッションを行った。

第1回　オリエンテーション
第2回　課題曲Dの作品分析
第3回　課題曲Dの読譜
第4回　課題曲D第1部の指揮レッスン
第5回　課題曲D第2部の指揮レッスン
第6回　課題曲D第3部の指揮レッスン
第7回　課題曲Dのアンサンブルによる「セッション(1)」
第8回　課題曲Eの作品分析
第9回　課題曲Eの読譜
第10回　課題曲E第1部の指揮レッスン
第11回　課題曲E第2部の指揮レッスン
第12回　課題曲E第3部の指揮レッスン
第13回　課題曲E第4部の指揮レッスン
第14回　課題曲Eのアンサンブルによる「セッション(2)」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・課題曲を指揮するための練習を十分にしておくこと。
・課題曲の作曲家と作品について知識を得ておくこと。
・課題曲のスコアに指揮に必要な書き込みをしておくこと（授業にて説明）。

◆成績評価の方法◆

・ピアノ伴奏者2名を用意すること。
・可能な限り機会をみつけて、オーケストラのリハーサルとコンサートを見学すること。

平常の授業への取組みと、学期中に行われる指揮セッションにおける様子を合わせて評価とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要な楽譜については、各自購入。

◆参考図書◆

「指揮者という仕事」シャルル・ミュンシュ著（春秋社）
「偉大な指揮者達」H.C.ショーンバーク著（音楽之友社）
「マエストロ」第I巻～第III巻　H.マテオプーロス著（アルファベータ）
The Compleat Conductor　GUNTHER SCHULLER（OXFORD）
THE SCORE, THE ORCHESTRA, AND THE CONDUCTOR　GUSTAV MEIER（OXFORD）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-B 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 4単位

備考

オーケストラ／声楽作品特別研究Ⅳ

河原　忠之

◆授業目標◆

オペラに対する基礎的な知識を深め、より実践的な経験を積む。

◆授業内容・計画◆

オペラを１つ選択して、それを演奏する際に、原作、リブレット、ディクション、発声法、オーケストレーション、などにどうアプローチしていけば
よいかを学んでいく。
実際に歌手との体験を交え、オペラにおけるコレペティの役割を認識する。

第1回 演奏試験のための準備（原作からのアプローチ）
第2回 演奏試験のための準備（リブレットからのアプローチ）
第3回 演奏試験のための準備（ディクションからのアプローチ）
第4回 演奏試験のための準備（発声法からのアプローチ）
第5回 演奏試験のための準備（オーケストレーションからのアプローチ）
第6回 演奏試験のための準備（スコアからのアプローチ）
第7回 演奏試験のための準備（１対１のコレペティの実践）
第8回 演奏試験のための準備（重唱のコレペティの実践）
第9回 演奏試験のための準備（指揮の降り方の確認）
第10回 演奏試験のための準備（演出家らのアプローチ）
第11回 演奏試験のための準備（シーンごとのアプローチ）
第12回 演奏試験のための準備（幕ごとのアプローチ）
第13回 演奏試験のための準備（最終通し稽古）
第14回 演奏試験のための準備（現場による最終確認とゲネプロ）
第15回 演奏試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

オペラを１つ選び、全曲のアプローチをすること。

◆成績評価の方法◆

演奏試験で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 SPC-B 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 4単位

備考

オーケストラ／声楽作品特別研究Ⅳ

森垣　桂一

◆授業目標◆

（1）オーケストラ等を指揮してリハーサルを行い、楽曲をまとめることができる。
（2）指揮をする楽曲の楽譜を分析し理解することにより、リハーサルと本番の演奏を準備することができる。

◆授業内容・計画◆

大規模な声楽作品、管弦楽作品を題材に、作品分析と演奏解釈、指揮法をレッスン形式で学ぶ。また、実際の演奏家を相手に学んだ楽曲を
試演する年3回程度のセッションでは、指揮法の実際や練習の進め方などを学んでいく。取り上げる課題曲については、履修学生の能力や
適正を考慮しつつその都度決定される。
2012年はモーツァルト作曲「交響曲第41番」、2013年はドヴォルザーク作曲「新世界交響曲全楽章」、2014・2015年はチャイコフスキー作曲
「交響曲第5番」のオーケストラによるセッションを行った。

第1回  オリエンテーション
第2回  課題曲F第1～2楽章の作品分析
第3回  課題曲F第1～2楽章の読譜
第4回  課題曲F第1楽章第1部の指揮レッスン
第5回  課題曲F第1楽章第2部の指揮レッスン
第6回  課題曲F第2楽章第1部の指揮レッスン
第7回  課題曲F第2楽章第2部の指揮レッスン
第8回  課題曲F第3～4楽章の作品分析
第9回  課題曲F第3～4楽章の読譜
第10回  課題曲F第3楽章第1部の指揮レッスン
第11回  課題曲F第3楽章第2部の指揮レッスン
第12回  課題曲F第4楽章第1部の指揮レッスン
第13回  課題曲F第4楽章第2部の指揮レッスン
第14回  課題曲Fのオーケストラによる「セッション（3）」
第15回  まとめ

◆準備学習の内容◆

・課題曲を指揮するための練習を十分にしておくこと。
・課題曲の作曲家と作品について知識を得ておくこと。
・課題曲のスコアに指揮に必要な書き込みをしておくこと（授業にて説明）。

◆成績評価の方法◆

・ピアノ伴奏者2名を用意すること。
・可能な限り機会をみつけて、オーケストラのリハーサルとコンサートを見学すること。

	平常の授業と作品制作への積極的な取組み、内外に於ける作品発表の場拡充の実践等により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要な楽譜については、各自購入。

◆参考図書◆

「指揮者という仕事」シャルル・ミュンシュ著（春秋社）
「偉大な指揮者達」H.C.ショーンバーク著（音楽之友社）
「マエストロ」第I巻～第III巻　H.マテオプーロス著（アルファベータ）
The Compleat Conductor　GUNTHER SCHULLER（OXFORD）
THE SCORE, THE ORCHESTRA, AND THE CONDUCTOR　GUSTAV MEIER（OXFORD）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究（リコーダー）Ⅰ

上級

向江　昭雅

◆授業目標◆

バロック時代の年代や地域による演奏様式、演奏習慣を理解し、楽譜からそこに書かれた音楽を読みとり、それを実際に表現するための演
奏技術や表現法を身につけ演奏することを目指す。

◆授業内容・計画◆
第1回
音楽における修辞フィグーラの理解（1）
　R. カー / イタリア風グラウンドによるディヴィジョン
第2回
音楽における修辞フィグーラの理解（2）
　課題曲の仕上げ
第3回
音楽における修辞フィグーラの理解（3）
　B. マルチェッロ / ソナタ第2番二短調 第一楽章・ 第ニ楽章
第4回
音楽における修辞フィグーラの理解（4）
　B. マルチェッロ / ソナタ第2番二短調 第三楽章・ 第四楽章
第5回
音楽における修辞フィグーラの理解（5）
　課題曲の仕上げ
第6回
1700年代のドイツの作曲家の作品（1）
　G. F. ヘンデルのソナタ 第一楽章・ 第ニ楽章
第7回
1700年代のドイツの作曲家の作品（2）
　G. F. ヘンデルのソナタ 第三楽章の装飾
第8回
1700年代のドイツの作曲家の作品（3）
　G. F. ヘンデルのソナタ 第三楽章・ 第四楽章
第9回
1700年代のドイツの作曲家の作品（4）
　課題曲の仕上げ
第10回
1700年代のイタリアの作曲家の作品（1）
　F. バルサンティやF. マンチーニのソナタ 第一楽章・ 第ニ楽章
第11回
1700年代のイタリアの作曲家の作品（2）
　F. バルサンティやF. マンチーニのソナタ 第三楽章・ 第四楽章
第12回
1700年代のイタリアの作曲家の作品（3）
　課題曲の仕上げ

◆準備学習の内容◆

課題曲の時代背景や作曲家について調べる。

◆成績評価の方法◆

課題の取り組み方、学期末実技試験の結果

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆



履修者のレベルにより課題曲を変更することもある。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究（リコーダー）Ⅱ

上級

向江　昭雅

◆授業目標◆

バロック時代の年代や地域による演奏様式、演奏習慣を理解し、楽譜からそこに書かれた音楽を読みとり、それを実際に表現するための演
奏技術や表現法を身につけ演奏することを目指す。

◆授業内容・計画◆
第1回
1700年代のフランスの作曲家の作品（3）
　J. M. オトテールの組曲　アルマンド・クーラント
第2回
11700年代のフランスの作曲家の作品（4）
　J. M. オトテールの組曲　サラバンド・ガヴォット
第3回
1700年代のフランスの作曲家の作品（5）
　J. M. オトテールの組曲　ジーグ・その他の舞曲
第4回
1700年代のフランスの作曲家の作品（6）
　課題曲の仕上げ
第5回
1700年代のヴァイオリン曲のリコーダー編曲の作品（1）
　A. コレッリのソナタ 第一楽章・ 第ニ楽章
第6回
1700年代のヴァイオリン曲のリコーダー編曲の作品（2）
　A. コレッリのソナタ 緩徐楽章の装飾
第7回
1700年代のヴァイオリン曲のリコーダー編曲の作品（3）
　A. コレッリのソナタ 第三楽章・ 第四楽章
第8回
1700年代のヴァイオリン曲のリコーダー編曲の作品（4）
　課題曲の仕上げ
第9回
ルネサンス期のイギリスの作品（1）
　T. モーリーのファンタジア
第10回
ルネサンス期のイギリスの作品（2）
　C. ギボンズのファンタジア
第11回
ルネサンス期のイギリスの作品（3）
　課題曲の仕上げ
第12回
1600年代のイタリアの作品（1）
　D. カステッロやG. B. フォンターナのソナタ

◆準備学習の内容◆

課題曲の時代背景や作曲家について調べる。

◆成績評価の方法◆

課題の取り組み方、学期末実技試験の結果

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆



履修者のレベルにより課題曲を変更することもある。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究（リコーダー）Ⅲ

上級

向江　昭雅

◆授業目標◆

バロック時代の年代や地域による演奏様式、演奏習慣を理解し、楽譜からそこに書かれた音楽を読みとり、それを実際に表現するための演
奏技術や表現法を身につけ演奏することを目指す。

◆授業内容・計画◆

第1回　音楽における修辞フィグーラの理解（1）
　R. カー / イタリア風グラウンドによるディヴィジョン
　B. マルチェッロ / ソナタ第2番二短調
第2回　音楽における修辞フィグーラの理解（2）
　課題曲の仕上げ
第3回　1700年代のドイツの作曲家の作品（1）
　G. F. ヘンデルのソナタ
第4回　1700年代のドイツの作曲家の作品（2）
　課題曲の仕上げ
第5回　1700年代のドイツの作曲家の作品（3）
　G. Ph. テレマンのファンタジー
第6回　1700年代のドイツの作曲家の作品（4）
　課題曲の仕上げ
第7回　1700年代のイタリアの作曲家の作品（1）
　F. バルサンティやF. マンチーニのソナタ
第8回　1700年代のイタリアの作曲家の作品（2）
　課題曲の仕上げ
第9回　1700年代のフランスの作曲家の作品（1）
　J. M. オトテールのプレリュード
第10回　1700年代のフランスの作曲家の作品（2）
　課題曲の仕上げ
第11回　1700年代のフランスの作曲家の作品（3）
　J. M. オトテールの組曲
第12回　1700年代のフランスの作曲家の作品（4）
　課題曲の仕上げ
第13回　1700年代のフランスの作曲家の作品（5）
　A. D. フィリドールのソナタ
第14回　1700年代のフランスの作曲家の作品（6）
　課題曲の仕上げ
第15回
　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

課題曲の時代背景や作曲家について調べる。

◆成績評価の方法◆

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、学期末実技試験の結果

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究（リコーダー）Ⅳ

上級

向江　昭雅

◆授業目標◆

バロック時代の年代や地域による演奏様式、演奏習慣を理解し、楽譜からそこに書かれた音楽を読みとり、それを実際に表現するための演
奏技術や表現法を身につけ演奏することを目指す。

◆授業内容・計画◆

第1回　1700年代のヴァイオリン曲のリコーダー編曲の作品（1）
　A. コレッリのソナタ
第2回　1700年代のヴァイオリン曲のリコーダー編曲の作品（2）
　課題曲の仕上げ
第3回　ルネサンス期のイギリスの作品（1）
　T. モーリーやC. ギボンズのファンタジア
第4回　ルネサンス期のイギリスの作品（2）
　課題曲の仕上げ
第5回　1600年代のイギリスの作品（1）
　M. ロックの組曲
第6回　1600年代のイギリスの作品（2）
　課題曲の仕上げ
第7回　1600年代のイタリアの作品（1）
　G. バッサーノやA. ヴィルジリアーノのリチェルカーレ
第8回　1600年代のイタリアの作品（2）
　課題曲の仕上げ
第9回　1600年代のイタリアの作品（3）
　G. バッサーノやF. ロニョーニのディミニューション
第10回　1600年代のイタリアの作品（4）
　課題曲の仕上げ
第11回　1600年代のイタリアの作品（5）
　G. フレスコバルディのカンツォン
第12回　1600年代のイタリアの作品（6）
　課題曲の仕上げ
第13回　1600年代のイタリアの作品（7）
　D. カステッロやG. B. フォンターナのソナタ
第14回　1600年代のイタリアの作品（8）
　課題曲の仕上げ
第15回
　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

課題曲の時代背景や作曲家について調べる。

◆成績評価の方法◆

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、学期末実技試験の結果

◆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◆



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-004 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究(ｳﾞｨｵﾗﾀﾞｶﾞﾝﾊﾞ)Ⅰ

上級

平尾　雅子

◆授業目標◆

独奏、合奏の両面で、演奏技術、表現、理論のバランスの取れた演奏を目指す。

◆授業内容・計画◆

独奏では16世紀半ばから17世紀半ばにかけての作品を取り上げる。合奏ではドイツの作品の通奏低音に焦点を当てる。
第１回
[独奏] 課題曲１　オルティスの無伴奏およびラ・スパーニャによるレセルカーダより最低２曲ずつ選択
第２回
[独奏]課題曲１の仕上げ
第３回
[独奏] 課題曲２　オルティスのテノーレによるレセルカーダより最低４曲選択
第４回
[独奏]課題曲２の仕上げ
第５回
[合奏] 課題曲３　ドイツの作曲家による歌、ヴァイオリン、リコーダーなどを上声部とする作品を選び、チェンバロとともに通奏低音を実習
第６回
[合奏]課題曲３の仕上げ
第７回
[独奏]課題曲４　オルティスのテノー多声楽曲によるレセルカーダより最低４曲選択
第８回
[独奏]課題曲４の仕上げ
第９回
[合奏] 課題曲５　ドイツの作曲家による歌、ヴァイオリン、リコーダーなどを上声部とする作品を選び、チェンバロとともに通奏低音を実習
第10回
[合奏]課題曲５の仕上げ
第11回
[独奏] 英国のタブラチュア譜を習得
第12回
[独奏]課題曲６　マンチェスター・ヴァイオル・ブックより選曲
第13回
[独奏]課題曲６の仕上げ
課題曲７　ヒュームのタブラチュア作品より選曲
第14回
[独奏]課題曲７の仕上げ
第15回
まとめと評価

◆準備学習の内容◆

日頃の基礎練習。作曲家の言わんとすることを自分で追求し表現する。当時の常識的音楽理論を勉強する。作曲家や作品の生まれた時代
背景を調べる。

◆成績評価の方法◆

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）
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）の単位を取得した者が履修。バス・ガンバを使用する。事前ガイダンスは必ず出席のこと。履修者のレベ
ルにより課題曲を変更することもある。

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◆



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-004 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究(ｳﾞｨｵﾗﾀﾞｶﾞﾝﾊﾞ)Ⅱ

上級

平尾　雅子

◆授業目標◆

独奏、合奏の両面で、演奏技術、表現、理論のバランスの取れた演奏を目指す。

◆授業内容・計画◆
独奏では17世紀後半から18世紀半ばにかけての作品を取り上げる。合奏ではフランスの作品の通奏低音に焦点を当てる。
第１回
[独奏]課題曲１　シンプソンのディヴィジョン
第２回
[独奏]課題曲１の仕上げ
第３回
[独奏]課題曲２　アーベルの通奏低音付きソナタ
第４回
[独奏]課題曲２の仕上げ
第５回
[合奏]課題曲３　フランスの作曲家の声楽、ガンバ、ヴァイオリン、リコーダーなどを上声部とする作品を取り上げ、チェンバロとともに通奏低
音を実習
第６回
[合奏]課題曲３について　フランス様式を学ぶ
第７回
[合奏]課題曲３の仕上げ
第８回
[独奏]課題曲４　テレマンの通奏低音付きソナタ
第９回
[独奏]課題曲４の仕上げ
第10回
[独奏]課題曲５　マレの組曲（4巻前半、５巻より）
第11回
[独奏]課題曲５の仕上げ
第12回
[合奏]課題曲６　フランスの作曲家の声楽、ガンバ、ヴァイオリン、リコーダーなどを上声部とする作品を取り上げ、チェンバロとともに通奏低
音を実習
第13回
[合奏]課題曲６の仕上げ
第14回
試験の準備
第15回
まとめ（試験）と評価

◆準備学習の内容◆

日頃の基礎技術練習。作曲家の言わんとすることを自身で追求し表現する。当時の常識的音楽理論を勉強する。作曲家や作品の生まれた
時代背景を調べる。

◆成績評価の方法◆

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）◆

学生の技量に合わせて適宜指示。

◆参考図書◆



履修者のレベルにより課題曲を変更することもある。

西洋古楽演奏研究（ヴィオラ・ダ・ガンバ) I を参照のこと。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-004 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究(ｳﾞｨｵﾗﾀﾞｶﾞﾝﾊﾞ)Ⅲ

上級

平尾　雅子

◆授業目標◆

独奏、合奏の両面で、より高度な演奏技術、表現、理論のバランスの取れた演奏を目指す。合奏では、オブリガート・ガンバのパートを持つ
楽曲に取り組む。

◆授業内容・計画◆

第１回
[独奏]課題曲１　オルティスの変奏論に従い、16世紀イタリアのマドリガーレに自作ディミニューションを付けて演奏する手順を知る
第２回
[独奏]課題曲１の仕上げ
第３回
[独奏]課題曲２　初期バロックの作品　フレスコバルディのカンツォン
第４回
課題曲２の仕上げ
第５回
[独奏]課題曲３　シンプソンの高度なディヴィジョン
第６回
[独奏]課題曲３の仕上げ
第７回
[合奏]課題曲４　テレマンのリコーダーやフルートと、オブリガートガンバのトリオソナタ
第８回
[合奏]課題曲４について　他の声部との対話、対等な主張
第９回
[合奏]課題曲４の仕上げ
第10回
[独奏]課題曲５　シェンクのソナタ
第1１回
[独奏]課題曲５の仕上げ
第12回
[合奏]課題曲６　ブクステフーデのヴァイオリンとガンバのトリオソナタ
第13回
[合奏]課題曲６　他の声部との対話、対等な主張
第14回
[合奏]課題曲６の仕上げ
第15回
まとめと評価

◆準備学習の内容◆

日頃の基礎技術練習。作曲家の言わんとすることを自分で追求し表現する。当時の常識的音楽理論を勉強する。作曲家や作品の生まれた
時代背景を調べる。

◆成績評価の方法◆

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）◆

学生の技量に合わせて適宜指示する。

◆参考図書◆



事前ガイダンスには必ず出席のこと。履修者のレベルにより課題曲を変更することもある。

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-004 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究(ｳﾞｨｵﾗﾀﾞｶﾞﾝﾊﾞ)Ⅳ

上級

平尾　雅子

◆授業目標◆

修了試験に向け、助言を得ながらも自主性を持って選曲する。技量に合った曲で完成度の高い演奏を目指す。

◆授業内容・計画◆

第１回
[独奏]課題曲１　マレの組曲（1,2,3巻より）
第２回
[独奏]課題曲１の仕上げ
第３回
[合奏]課題曲２　ラモのコンセール
第４回
[合奏]課題曲２について　ガンバの役割を知る
第５回
[合奏]課題曲２の仕上げ
第６回
[独奏]課題曲３　バッハのソナタ　（第１、第２番より）
第７番
[独奏]課題曲３について　オブリガートチェンバロとの対話
第８回
[独奏]課題曲３の仕上げ
第９回
[合奏]課題曲４　テレマンのパリ四重奏
第10回
[合奏]課題曲４について　他の声部との対話、対等な主張
第11回
[合奏]課題曲４の仕上げ
第12回
修了試験曲目決定、計画を立てる
第13回
試験曲目について解釈を深める
第14回
試験曲目の仕上げ
第15回
まとめ（修了試験）と評価

◆準備学習の内容◆

修了試験の曲目について調べまとめる。実践と理論のバランスの取れた演奏を心がける。自分の演奏に責任を持つ。

◆成績評価の方法◆

課題の取り組み方、授業態度、修了試験の結果

◆教科書（使用テキスト）◆

技量に合わせて適宜指示する。

◆参考図書◆

西洋古楽演奏研究（ヴィオラ・ダ・ガンバ）IIIを参照のこと

◆留意事項◆



履修者のレベルにより課題曲を変更することもある。



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-004 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究（チェンバロ）Ⅰ

上級

大塚　直哉

◆授業目標◆

「西洋古楽表現Ⅰ～Ⅳ」で身につけたチェンバロ演奏の基礎力をさらに発展させ、作品の様式を生かした雄弁で美しいチェンバロ演奏を目指
す

◆授業内容・計画◆

●「17～18世紀のフランスのクラヴサン音楽」「J.S.バッハの組曲」を中心とするチェンバロソロのレッスンと、○通奏低音のレッスン(受講生の
選択曲による）を同時進行で行う。

１）導入
２）●ソロ作品のレッスン：ラモーの作品（ミューズたちの語らい　ほか）
３）2)の復習、○通奏低音のレッスン：ヘンデルのリコーダーソナタなど
４）２）と３）の仕上げ
５）●ソロ作品のレッスン：L.クープランの組曲ニ短調
６）５）の復習、○通奏低音のレッスン：自由選択曲
７）５）と６）の仕上げ
８）●ソロ作品のレッスン：バッハの組曲（BWV 998ほか）
９）８）の復習、○通奏低音のレッスン：自由選択曲
１０）８）と９）の仕上げ
１１）試験に向けた復習レッスン　前半
１２）試験に向けた復習レッスン　後半
１３）数字つき低音初見の試験、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。あわせてなるべく各自でフランス語の響きに親しむ機会を作りたい。

◆成績評価の方法◆

授業への参加の積極度(平常点）に前期末ミニコンサートや初見試験等の成績を加味して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

横田誠三「鍵盤調律法」

◆参考図書◆

久保田彰「図解チェンバロメンテナンス」（東京コレギウム）
野村満男ほか「チェンバロ　クラヴィコード関係用語集」(東京コレギウム）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０２

講義室 N-004 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究（チェンバロ）Ⅱ

上級

大塚　直哉

◆授業目標◆

「西洋古楽表現Ⅰ～Ⅳ」で身につけたチェンバロ演奏の基礎力をさらに発展させ、作品の様式を生かした雄弁で美しいチェンバロ演奏を目指
す

◆授業内容・計画◆

●チェンバロソロのレパートリーとしては、「16～17世紀の中全音律で弾くのがふさわしいレパートリー」「(前期に引き続き）J.S.バッハの組曲」
に取り組む。また、○通奏低音によるアンサンブル（受講生の選択曲による）に同時に取り組む。

１）●チェンバロの調律について／○通奏低音によるアンサンブル曲の相談

２）●ソロのレッスン：中全音律のレパートリー　～ヴァージナリストの作品
３）２）の復習、○通奏低音によるアンサンブルレッスン（自由曲①）
４）２）と３）の仕上げ

５）●ソロのレッスン：中全音律のレパートリー　～フレスコバルディの作品
６）５）の復習、○通奏低音によるアンサンブルレッスン（自由曲②）
７）５）と６）の仕上げ

８）●ソロのレッスン：中全音律のレパートリー　～フローベルガーの作品
９）８）の復習、○通奏低音によるアンサンブルレッスン（自由曲③）
１０）８）９）の仕上げ

１１）●ソロのレッスン：バッハの組曲(受講生の選択曲）
１２）１１）の仕上げ

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、コンサートや録音などで中全音律の響きをたくさん体験しておくことが望ま
しい。

◆成績評価の方法◆

授業への参加の積極度(平常点）にミニコンサートや初見試験等の成績を加味して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

横田誠三「鍵盤調律法」

◆参考図書◆

久保田彰「図解チェンバロメンテナンス」（東京コレギウム）
野村満男ほか「チェンバロ　クラヴィコード関係用語集」(東京コレギウム）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-004 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究（チェンバロ）Ⅲ

上級

大塚　直哉

◆授業目標◆

チェンバロ演奏(ソロ、アンサンブル）の技術をさらに発展させ、より良い演奏を目指す

◆授業内容・計画◆

●チェンバロソロのレパートリーとしては、「16世紀の終わりから17世紀にかけてのミーントーン調律で弾くのがふさわしい作品群」「フランス
の17～18世紀の作品」「バッハの作品」の３つのカテゴリーから1曲ずつ選び、様式感を意識しながらよりよい演奏を目指す。○通奏低音によ
るアンサンブル(受講生の選択曲による。とくに歌とのアンサンブルを未経験のものは必ず今期取り組む）

１）導入、チェンバロの調律について

２）●バッハの作品
３）○通奏低音によるアンサンブル（自由曲①）
４）２）と３）の仕上げ

５）●フランスの作品
６）○通奏低音によるアンサンブル（自由曲②）
７）５）と６）の仕上げ

８）●ミーントーンのレパートリー
９）○通奏低音によるアンサンブル（自由曲③）
１０）８）と９）の仕上げ

１１）試験に向けた復習レッスン　ソロを中心に
１２）試験に向けた復習レッスン　アンサンブルを中心に

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。

◆成績評価の方法◆

授業への参加の積極度（平常点）にミニコンサートや初見試験での成績を加味して評価する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-004 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

西洋古楽演奏研究（チェンバロ）Ⅳ

上級

大塚　直哉

◆授業目標◆

チェンバロ演奏(ソロ、アンサンブル）の技術をさらに発展させ、より良い演奏を目指す

◆授業内容・計画◆

●バッハのフーガを含む作品（トッカータ、半音階的幻想曲とフーガ、ソナタニ短調、平均律クラヴィーア）を中心に、オーケストラ様式の作品
（イタリア協奏曲、フランス風序曲）、バッハの息子たちの作品などにも取り組む。○通奏低音(自由課題）のほかに、オブリガート・チェンバロ
によるアンサンブルにも取り組む。（●はソロ曲のレッスン、○はアンサンブル曲のレッスン）

１）●バッハのフーガ
２）１）の仕上げ
３）○オブリガート・チェンバロのソナタ
４）３）の仕上げ
５）●バッハのオーケストラ様式の作品
６）５）の仕上げ
７）○バッハの通奏低音によるソナタ
８）７）の仕上げ
９）●バッハの息子たちの作品
１０）９）の仕上げ
１１）○バッハ以外の作曲家による通奏低音によるアンサンブル
１２）１０）の仕上げ
１３）数字つき低音初見試験、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。

◆成績評価の方法◆

西洋古楽演奏研究（チェンバロ）Ⅲを参照のこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業への参加の積極度（平常点）にミニコンサートや初見試験での成績を加味して評価する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

CCP641N

日本伝統音楽演奏研究（雅楽）Ⅲ

上級雅楽

宮田　まゆみ

◆授業目標◆

初級・中級雅楽、日本伝統音楽演奏研究雅楽I・Ⅱをすでに履修、またはそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする。フリーリズ
ムの「序」を学び、合奏の楽しさ、難しさを経験する。初級・中級雅楽、日本伝統音楽演奏研究雅楽I・Ⅱでは左方の唐楽を中心に学んできた
が、Ⅲではそれに加えて右方高麗楽曲も学び、雅楽を多角的に体験する。

◆授業内容・計画◆

笙と打楽器は宮田まゆみが担当する。
希望により舞楽の舞を体験・実習する。
履修曲：壹越調 /胡飲酒序・破　　春鶯囀颯踏・入破
　　　　　雙調 /春庭楽
　　　　太食調 /還城楽
　　高麗壹越調 /納曽利破・急　　　　　　ほか

　１．既に履修した曲の復習　　合奏
　２．壹越調/胡飲酒序
　３．壹越調/胡飲酒破
　４．壹越調/胡飲酒序・破　　合奏
　５．壹越調/春鶯囀颯踏
　６．壹越調/春鶯囀入破
　７．壹越調/春鶯囀颯踏・入破　　合奏
　８．雙調/春庭楽
　９．太食調/還城楽
１０．雙調/春庭楽　太食調/還城楽　　合奏
１１．高麗壹越調/納曾利破・急合奏（１）管楽器を中心に
１２．高麗壹越調/納曾利破・急合奏（２）打楽器も加えて
１３．前期履修曲の演奏法確認
１４．前期に履修した曲の合奏　　胡飲酒　春鴬囀　春庭楽　還城楽　納曾利の中から数曲　コース演奏会課題曲の相談
１５．まとめ
コースのIとⅢ、ⅡとⅣは合同の授業なので、毎年度の授業において、一年交代で、コースⅠ・Ⅱの履修曲あるいはコースⅢ・Ⅳの履修曲の
どちらかに重点をおいて授業を進める。コースⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの２年間の履修を通して全課題曲を習得する。２０１６年度はⅢ・Ⅳ（Ⅰ・Ⅱは２０
１７年度）の楽曲を中心に履修。
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◆

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）◆

楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



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。



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 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

CCP641N

日本伝統音楽演奏研究（雅楽）Ⅲ

上級雅楽

越後　眞美

◆授業目標◆

初級・中級雅楽、日本伝統音楽演奏研究雅楽I・IIをすでに履修、またはそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする。
フリーリズムの「序」を学び、合奏の楽しさ、難しさを経験する。
初級・中級雅楽、日本伝統音楽演奏研究雅楽I・IIでは左方の唐楽を中心に学んできたが、IIIではそれに加えて右方高麗楽曲も学び、雅楽を
多角的に体験する。

◆授業内容・計画◆

龍笛と琵琶は越後眞美が担当する。
希望により舞楽の舞を体験・実習する。
履修曲：壹越調 /胡飲酒序・破　春鶯囀颯踏・入破
　　　　　雙調 /春庭楽
　　　　太食調 /還城楽
　　高麗壹越調 /納曽利破・急　　　　　　ほか

　１．既に履修した曲の復習　合奏
　２．壹越調/胡飲酒序
　３．壹越調/胡飲酒破
　４．壹越調/胡飲酒序・破　合奏
　５．壹越調/春鶯囀颯踏
　６．壹越調/春鴬囀入破
　７．壹越調/春鶯囀颯踏・入破　合奏
　８．雙調/春庭楽
　９．太食調/還城楽
１０．雙調/春庭楽　太食調/還城楽　合奏
１１．高麗壹越調/納曾利破・急　合奏（１）管楽器を中心に
１２．高麗壹越調/納曾利破・急　合奏（２）打楽器も加えて
１３．前期履修曲の演奏法確認
１４．前期に履修した曲の合奏　胡飲酒　春鴬囀　春庭楽　還城楽　納曾利の中から数曲　コース演奏会課題曲の相談
１５．まとめ

コースのⅠとⅢ、ⅡとⅣは合同の授業なので、毎年度の授業において、一年交代で、コースⅠ・Ⅱの履修曲あるいはコースⅢ・Ⅳの履修曲の
どちらかに重点を置いて授業を進める。コースⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの２年間の履修を通して全課題曲を習得する。２０１６年度はⅢ・Ⅳ（Ⅰ・Ⅱは２０
１７年度）の楽曲を中心に履修。
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◆

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）◆

楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆



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。

◆留意事項◆



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 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

CCP641N

日本伝統音楽演奏研究（雅楽）Ⅲ

上級雅楽

中村　仁美

◆授業目標◆

初級・中級雅楽、日本伝統音楽演奏研究雅楽I・IIをすでに履修、またはそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする。フリーリズム
の「序」を学び、合奏の楽しさ、難しさを経験する。初級・中級雅楽、日本伝統音楽演奏研究雅楽I・IIでは左方の唐楽を中心に学んできたが、
IIIではそれに加えて右方高麗楽曲も学び、雅楽を多角的に体験する。

◆授業内容・計画◆

篳篥と箏は中村仁美が担当する。
希望により舞楽の舞を体験・実習する。
履修曲：壹越調 /胡飲酒序・破　春鶯囀颯踏・入破
　　　　　雙調 /春庭楽
　　　　太食調 /還城楽
　　高麗壹越調 /納曽利破・急　　　　　　　ほか
　
　１．既に履修した曲の復習　合奏
　２．壹越調/胡飲酒序
　３．壹越調/胡飲酒破
　４．壹越調/胡飲酒序・破　合奏
　５．壹越調/春鶯囀颯踏
　６．壹越調/春鶯囀入破
　７．壹越調/春鶯囀颯踏・入破　合奏
　８．雙調/春庭楽
　９．太食調/還城楽
１０．雙調/春庭楽　太食調/還城楽　合奏
１１．高麗壹越調/納曾利破・急　合奏（１）管楽器を中心に
１２．高麗壹越調/納曾利破・急　合奏（２）打楽器も加えて
１３．前期履修曲の演奏法確認
１４．前期に履修した曲の合奏　胡飲酒　春鴬囀　春庭楽　還城楽　納曾利の中から数曲　コース演奏会課題曲の相談
１５．まとめ

コースのⅠとⅢ、ⅡとⅣは合同の授業なので、毎年度の授業において、一年交代で、コースⅠ・Ⅱの履修曲あるいはコースⅢ・Ⅳの履修曲の
どちらかに重点を置いて授業を進める。コースⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの２年間の履修を通して全課題曲を習得する。２０１６年度はⅢ・Ⅳ（Ⅰ・Ⅱは２０
１７年度）の楽曲を中心に履修。
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◆

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）◆

楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



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。



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 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

CCP642N

日本伝統音楽演奏研究（雅楽）Ⅳ

上級雅楽

宮田　まゆみ

◆授業目標◆

初級・中級雅楽、日本伝統音楽演奏研究雅楽I・Ⅱ・Ⅲをすでに履修、またはそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする。
雅楽の中で渡来楽舞である唐楽を中心に学んできたが、Ⅳではそれに加えて国風歌舞の神楽歌を学び、一層多角的に雅楽を捉える。

◆授業内容・計画◆

笙と打楽器は宮田まゆみが担当する。
希望により舞を体験・実習する。
履修曲：黄鐘調 /西王楽破　拾翠楽
　　　　盤渉調 /輪台　竹林楽
　　　　神楽歌 /其駒　　　　　　　　ほか
　
　１．前期に習得した曲の復習　合奏　　胡飲酒　春鴬囀　春庭楽　還城楽　納曾利の中から数曲
　２．黄鐘調/西王楽破
　３．黄鐘調/拾翠楽
　４．黄鐘調/西王楽破　拾翠楽　　合奏
　５．盤渉調/輪台　竹林楽
　６．盤渉調/輪台　竹林楽　　合奏
　７．コース演奏会課題曲唱歌と分奏
　８．コース演奏会課題曲分奏と副楽器試奏
　９．コース演奏会課題曲合奏（１）管・絃・打の配役決定
１０．コース演奏会課題曲合奏（２）管・絃・打の総合奏
１１．コース演奏会課題曲合奏（３）通し稽古
１２．神楽歌/其駒
１３．後期履修曲の演奏法確認
１４．後期に習得した曲の合奏　西王楽破　拾翠楽　輪台　竹林楽　其駒など
１５．まとめ
余裕のある時に以下の曲を随時履修　　盤渉調/蘇莫者破

コースのⅠとⅢ、ⅡとⅣは合同の授業なので、毎年度の授業において、一年交代で、コースⅠ・Ⅱの履修曲あるいはコースⅢ・Ⅳの履修曲の
どちらかに重点を置いて授業を進める。コースⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの２年間の履修を通して全課題曲を習得する。２０１６年度はⅢ・Ⅳ（Ⅰ・Ⅱは２０
１７年度）の楽曲を中心に履修。
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◆

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）◆

楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



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。



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 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

CCP642N

日本伝統音楽演奏研究（雅楽）Ⅳ

上級雅楽

越後　眞美

◆授業目標◆

初級・中級雅楽、日本伝統音楽演奏研究雅楽I・II・IIIをすでに履修、またはそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする。
雅楽の中で渡来楽舞である唐楽を中心に学んできたが、IVではそれに加えて国風歌舞の神楽歌を学び、一層多角的に雅楽を捉える。

◆授業内容・計画◆

龍笛と琵琶は越後眞美が担当する。
希望により舞を体験・実習する。
履修曲：黄鐘調 /西王楽破　拾翠楽
　　　　盤渉調 /輪台　竹林楽
　　　　神楽歌 /其駒　　　　　　ほか

　１．前期に習得した曲の復習　合奏　胡飲酒　春鴬囀　春庭楽　還城楽　納曾利の中から数曲
　２．黄鐘調/西王楽破
　３．黄鐘調/拾翠楽
　４．黄鐘調/西王楽破　拾翠楽　合奏
　５．盤渉調/輪台　竹林楽
　６．盤渉調/輪台　竹林楽　合奏
　７．コース演奏会課題曲唱歌と分奏
　８．コース演奏会課題曲分奏と副楽器試奏
　９．コース演奏会課題曲合奏（１）管・絃・打の配役決定
１０．コース演奏会課題曲合奏（２）管・絃・打の総合奏
１１．コース演奏会課題曲合奏（３）通し稽古
１２．神楽歌/其駒
１３．後期履修曲の演奏法確認
１４．後期に習得した曲の合奏　西王楽破　拾翠楽　輪台　竹林楽　其駒など
１５．まとめ
余裕のある時に以下の曲を随時履修　　盤渉調/蘇莫者破

コースのⅠとⅢ、ⅡとⅣは合同の授業なので、毎年度の授業において、一年交代で、コースⅠ・Ⅱの履修曲あるいはコースⅢ・Ⅳの履修曲の
どちらかに重点を置いて授業を進める。コースⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの２年間の履修を通して全課題曲を習得する。２０１６年度はⅢ・Ⅳ（Ⅰ・Ⅱは２０
１７年度）の楽曲を中心に履修。
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◆

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）◆

楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



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。



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 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

CCP642N

日本伝統音楽演奏研究（雅楽）Ⅳ

上級雅楽

中村　仁美

◆授業目標◆

初級・中級雅楽、日本伝統音楽演奏研究雅楽I・II・IIIをすでに履修、またはそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする。
雅楽の中で渡来楽舞である唐楽を中心に学んできたが、IVではそれに加えて国風歌舞の神楽歌を学び、一層多角的に雅楽を捉える。

◆授業内容・計画◆

篳篥と箏は中村仁美が担当する。
希望により舞を体験・実習する。
履修曲：黄鐘調 /西王楽破　拾翠楽
　　　　盤渉調 /輪台　竹林楽
　　　　神楽歌 /其駒　　　　　　　ほか
　
　１．前期に習得した曲の復習　合奏　胡飲酒　春鴬囀　春庭楽　還城楽　納曾利の中から数曲
　２．黄鐘調/西王楽破
　３．黄鐘調/拾翠楽
　４．黄鐘調/西王楽破　拾翠楽　合奏
　５．盤渉調/輪台　竹林楽
　６．盤渉調/輪台　竹林楽　合奏
　７．コース演奏会課題曲唱歌と分奏
　８．コース演奏会課題曲分奏と副楽器試奏
　９．コース演奏会課題曲合奏（１）管・絃・打の配役決定
１０．コース演奏会課題曲合奏（２）管・絃・打の総合奏
１１．コース演奏会課題曲合奏（３）通し稽古
１２．神楽歌/其駒
１３．後期履修曲の演奏法確認
１４．後期に習得した曲の合奏　西王楽破　拾翠楽　輪台　竹林楽　其駒など
１５．まとめ
余裕のある時に以下の曲を随時履修　　盤渉調/蘇莫者破

コースのⅠとⅢ、ⅡとⅣは合同の授業なので、毎年度の授業において、一年交代で、コースⅠ・Ⅱの履修曲あるいはコースⅢ・Ⅳの履修曲の
どちらかに重点を置いて授業を進める。コースⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの２年間の履修を通して全課題曲を習得する。２０１６年度はⅢ・Ⅳ（Ⅰ・Ⅱは２０
１７年度）の楽曲を中心に履修。
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◆

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）◆

楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



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。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

CCP645N

日本伝統音楽演奏研究（三味線）Ⅲ

上級三味線

今藤　長龍郎

◆授業目標◆

演奏研究Ⅰ・Ⅱで習得したことをさらに拡大し、技術・知識をより深める。
曲目は年度により、適切な曲を選択する。

◆授業内容・計画◆

第1回  ガイダンス
第2回  課題曲  「娘道成寺」よりチンチリレン合方替手    音の確認と演奏上のポイント
第3回  課題曲 「娘道成寺」よりチンチリレン合方替手 音程の確認と向上
第4回  課題曲  「娘道成寺」よりチンチリレン合方替手  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5回  課題曲 「娘道成寺」よりチンチリレン合方替手  楽曲の背景と仕上げ
第6回  課題曲「勝三郎連獅子」(1・2ページ)音の確認と演奏上のポイント
第7回  課題曲「勝三郎連獅子」(3・4ページ)音の確認と演奏上のポイント
第8回  課題曲「勝三郎連獅子」(5・6ページ)音の確認と演奏上のポイント
第9回  課題曲「勝三郎連獅子」(7・8ページ)音の確認と演奏上のポイント
第10回　課題曲「勝三郎連獅子」(9・10ページ)音の確認と演奏上のポイント
第11回  課題曲「勝三郎連獅子」第6回目からの課題曲全体を通して
第12回  課題曲「勝三郎連獅子」楽曲の解説と理解
第13回  課題曲「勝三郎連獅子」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「勝三郎連獅子」 総合演奏発表
第15回  14回に渡った演奏研究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◆

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。

実技試験により表現力や技術力を総合的に評価する。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

CCP646N

日本伝統音楽演奏研究（三味線）Ⅳ

上級三味線

今藤　長龍郎

◆授業目標◆

演奏研究Ⅲで習得したことをさらに拡大し、秋のコース演奏会に向け、技術・知識をより深める。
曲目は年度により、適切な曲を選択する。

◆授業内容・計画◆

第1回  ガイダンス
第2回  課題曲「勝三郎連獅子」替手(副旋律) 第1回目 音の確認
第3回  課題曲「勝三郎連獅子」替手(副旋律) 第2回目 演奏上のポイント
第4回  課題曲「勝三郎連獅子」替手(副旋律)  本手(主旋律)との組み合わせによる音の確認と演奏上のポイント
第5回  課題曲「勝三郎連獅子」替手(副旋律)  本手(主旋律)との組み合わせによる実際の演奏上の留意点
第6回  課題曲「勝三郎連獅子」替手(副旋律)  本手(主旋律)との組み合わせによる曲への理解力の向上
第7回  課題曲「勝三郎連獅子」暗譜習得のための第1回目 楽曲への理解
第8回  課題曲「勝三郎連獅子」 暗譜習得のための第2回目 暗譜能力向上のための助言・指導
第9回  課題曲「勝三郎連獅子」 暗譜習得のための第3回目 暗譜のための実技と展開
第10回  課題曲「勝三郎連獅子」暗譜習得のための第4回目 実演時における留意点の指導
第11回  課題曲「勝三郎連獅子」暗譜習得のための第5回目 課題曲全体を通しての演奏と課題点を探る
第12回  課題曲「勝三郎連獅子」 暗譜習得のための第6回目 相互演奏による楽曲の理解と演奏の向上
第13回  課題曲「勝三郎連獅子」コース演奏会の評価と反省点
第14回  課題曲「勝三郎連獅子」囃子入りでの演奏
第15回  14回に渡った演奏研究Ⅳのまとめ

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習を行うこと。

◆成績評価の方法◆

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。

秋に行われるコース演奏会における演奏技術・表現力等によって評価を行う。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

CCP649N

日本伝統音楽演奏研究（箏）Ⅲ

上級箏

滝田　美智子

◆授業目標◆

西洋音楽と異なる邦楽を理解し、演奏技術と能力を高めて、箏の演奏家、及び指導者になります。洋楽と邦楽の共通点、相違点を認識して、
柔軟に両者を吸収し、表現出来ることを目標とします。邦楽は楽譜には表現し難い部分が多々ありますが、その部分も、多くの曲に触れるこ
と、演奏を重ねること、また、数多くの演奏を聴くことにより体感出来ます。日本伝統音楽コースの演奏会(秋に開催)を目標に定めて、練習を
重ねて演奏の質を高めます。また、受講１年目と２年目の学生が同枠内の授業のため、先輩が後輩の指導をしていくことも“指導”面から重
要な課題です。合奏時に各学生は曲目分析をして、アンサンブル指導することも体験します。

◆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)
日本伝統音楽演奏研究Ⅰ，Ⅱの課題となっている曲は、１年目履修の学生と共に、全て再度課題とする。

１：『中空六段』[中島雅楽之都]一段，二段
２：『中空六段』三段，四段
３：『中空六段』五段，六段
４：『中空六段』全曲
５：『中空六段』全曲仕上げ
６：『六段の調』と『中空六段』の合奏
７：『六段の調』と『中空六段』の合奏仕上げ
８：『上昇の彼方』[沢井比河流]　Ⅰ章 (Ⅰ箏，Ⅱ箏分奏)
９：『上昇の彼方』Ⅱ章 (Ⅰ箏，Ⅱ箏分奏)
10：『上昇の彼方』Ⅰ章，Ⅱ章合奏
11：『上昇の彼方』合奏仕上げ
12：『春の海』[宮城道雄] 前半・後半
13：『春の海』中間部
14：『春の海』尺八 (フルート)と合奏
15：まとめと評価

上記以外に、学生の希望を考慮した上で、古典曲，現代曲，合奏曲を取り入れる。
授業では前回の復習から始めますが、コース生は必ず予習・復習をして、レベルが上がるよう努力することを望みます。

◆準備学習の内容◆

実技を重点的に磨いていく目的なので、時間の許す限り課題曲を繰り返し練習する事。
復習は勿論、予習に関しては新しい課題曲の譜読みを必ずしてくること。
楽器は大学から１年間借りる事が可能です。(有料)
箏は邦楽だが、邦・洋問わずに幅広いジャンルの音楽と接し音楽を聞くことの喜びや楽しさを心に刻んだ上で、演奏する側に立って音楽を提
供する感性を高めて欲しい。

◆成績評価の方法◆

秋の演奏会には必ず出演のこと。

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)
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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

CCP650N

日本伝統音楽演奏研究（箏）Ⅳ

上級箏

滝田　美智子

◆授業目標◆

西洋音楽と異なる邦楽を理解し、演奏技術と能力を高めて、箏の演奏家、及び指導者になります。洋楽と邦楽の共通点、相違点を認識して、
柔軟に両者を吸収し、表現出来ることを目標とします。邦楽は楽譜には表現し難い部分が多々ありますが、その部分も、多くの曲に触れるこ
と、演奏を重ねること、また、数多くの演奏を聴くことにより体感出来ます。日本伝統音楽コースの演奏会(秋に開催)を目標に定めて、練習を
重ねて演奏の質を高めます。また、受講１年目と２年目の学生が同枠内の授業のため、先輩が後輩の指導をしていくことも“指導”面から重
要な課題です。合奏時に各学生は曲目分析をして、アンサンブル指導することも体験します。

◆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)
日本伝統音楽演奏研究I，Ⅱの課題となっている曲は、１年目履修の学生と共に、全て再度課題とする。

１：古典曲『京みだれ』[荻原正吟](初段，二段，三段)
２：『京みだれ』(四段，五段，六段)
３：『京みだれ』(七段，八段，九段，十段)
４：『京みだれ』全曲
５：『京みだれ』全曲まとめ
６：『乱輪舌』と『京みだれ』の合奏
７：『乱輪舌』と『京みだれ』の合奏仕上げ
８：『中空砧による箏協奏曲～五段砧の変容～』[高橋久美子]独奏、合奏群(初段/高音，低音分奏)
９：『中空砧による箏協奏曲～五段砧の変容～』独奏、合奏群(二段/高音，低音分奏)
10：『中空砧による箏協奏曲～五段砧の変容～』独奏、合奏群(三段/高音，低音分奏)
11：『中空砧による箏協奏曲～五段砧の変容～』独奏、合奏群(初段，二段，三段/合奏)
12：『中空砧による箏協奏曲～五段砧の変容～』独奏、合奏群(初段，二段，三段/独奏箏と合奏)
13：『中空砧による箏協奏曲～五段砧の変容～』全体合奏まとめ
14：『中空砧による箏協奏曲～五段砧の変容～』全体合奏仕上げ
15：まとめと評価

上記以外に、学生の希望を考慮した上で、古典曲，現代曲，合奏曲を取り入れる。
授業では前回の復習から始めますが、コース生は必ず予習・復習をして、レベルが上がるよう努力することを望みます。

◆準備学習の内容◆

実技を重点的に磨いていく目的なので、時間の許す限り課題曲を繰り返し練習する事。
復習は勿論、予習に関しては新しい課題曲の譜読みを必ずしてくること。
楽器は大学から１年間借りる事が可能です。(有料)
箏は邦楽だが、邦・洋問わずに幅広いジャンルの音楽と接し音楽を聞くことの喜びや楽しさを心に刻んだ上で、演奏する側に立って音楽を提
供する感性を高めて欲しい。

◆成績評価の方法◆

秋の演奏会には必ず出演のこと。

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）◆

随時プリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

MMS432N

マネージメント実習Ⅲ

河原　啓子

◆授業目標◆

　前年度の授業を引き継ぎ、さらに実践的な力をつける。魅力的な企画の立案やプレゼンテーションの方法、効果的な情報伝達方法などの
力を向上させる。すぐれた作品とは何か、すばらしい演奏とは何か、マネージメントを行う対象の価値をどのように提示するか、そしてそれを
いかに伝達するかについて、実習を通して、自分なりの価値観や方法論を構築できる。

◆授業内容・計画◆

　実践的なマネージメントの手法を実習する。
　なお、ゲスト講師による特別講義の可能性もある。
１. マネージメントの基本
２. 効果的なマネージメントとは
３. プランニング実習（１）アイディアの出し方
４. プランニング実習（２）グループワーク
５. ロジカル・シンキング（１）フレームワークを利用する
６. ロジカル・シンキング（２）ヴィジュアルを連動させる
７. プレゼンテーション（１）　社会（１）プレゼンテーション基礎
８. プレゼンテーション（２）　社会（２）プレゼンテーション検討
９. プレゼンテーション（３）　音楽・芸術（１）プレゼンテーション展開
10. プレゼンテーション（４）　音楽・芸術（２）プレゼンテーション応用
11. ディスカッション、ディベートの方法
12. ディスカッション、ディベートの実習（１）主張を効果的に伝える
13. ディスカッション、ディベートの実習（２）提案の方法
14. 効果的なプレゼンテーションとは
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

 さまざまなプレゼンテーションから学び、効果的なプレゼンテーションについて吟味する。自己のプレゼンテーションの際には、事前練習を十
分に行う。
　説得力のある企画を創案するために、信頼できる資料等の裏づけを獲得しておく。

◆成績評価の方法◆

 時間や締め切りの厳守など、実際のマネージメントにおける常識を踏まえること。アトラクティブなディスカッション、プレゼンテーションを実現
するために、情報収集やさまざまな経験の蓄積を心がけてほしい。

 平常授業への取り組み、プレゼンテーションなどの総合評価。

◆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◆

ピーター・F・ドラッカー(上田惇生訳)『マネジメント基本と原則』ダイヤモンド社、2001年。 W・チャン・キム他（有賀裕子訳）『ブルー・オーシャン
戦略』ランダムハウス講談社、2005年。マルコム・グラッドウェル（高橋啓訳）『急に売れ始めるにはワケがある』ソフトバンク文庫、2007年。ア
ンジェラ・マイルズ・ビーチング（箕口一美訳）『BEYOND TALENT　音楽家を成功に導く12章』水曜社、2008年。山岸淳子『ドラッカーとオーケ
ストラの組織論』PHP研究所、2013年。八木良太『音楽産業再成長のための組織戦略』東洋経済新報社、2015年。洋書は、手に取りやすい
翻訳を紹介した。必要に応じて原典を参照すること。ほかに授業中に参考文献のプリントを配布する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-216（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

MMS433N

マネージメント実習Ⅳ

横井　雅子

◆授業目標◆

２年間のアート・マネジメントの学びの総括として、受講生が演奏会（パフォーマンス）を企画・プロデュースし、学年末に実施することをめざ
す。

◆授業内容・計画◆

これまでの外部でのインターンシップなどでの経験・知見を活かしながら、企画立案から実施までの過程を体験する。
以下に示す内容は、企画の内容によって異なってくる可能性があるが、大まかな流れを記す。
なお、１回で確定せずに継続することがらもあり、前後の回の内容が並行して進行することもあるので、柔軟な取り組みが必要となる。

各回の内容・計画（予定）
第１回：今期のスケジュール確認
第２回：テーマ設定のための情報収集
第３回：テーマ絞り込み
第４回：プログラム案作成のための情報収集
第５回：プログラム作成、出演交渉
第６回：実施スケジュール作成
第７回：広報計画作成、フライヤー案作成
第８回：広報活動確認、フライヤー確定
第９回：ライブラリー作業
第10回：会場関係作業
第11回：練習スケジュール作成
第12回：プログラム冊子案作成
第13回：進行台本作成
第14回：最終確認
第15回：本番

◆準備学習の内容◆

受講者全員で協力しつつ、それぞれの持ち分に応じて適切に役割分担をし、円滑に準備が進められるように心がけること。インターンシップ
とは異なった形で授業参加者以外の人びと（演奏者、学内各部署担当職員等）と接触することになるため、一般社会におけるのと同じような
人間関係への配慮が求められる。

◆成績評価の方法◆

専攻の卒業試験などと時期的に重なるため、受講生のみならず、演奏者との調整にも困難な場面も起こり得るが、そのような突発的な出来
事も含めての現場を学内で体験する機会ととらえ、前向きに柔軟に対応できる力が求められる。受講生だけでなく、演奏者や関係部署とのコ
ミュニケーションが円滑にもてるようにふだん以上に心がけること。

ディスカッションへの参加、演奏会実施までの各段階への関与や作業といった平常点で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

『クラシックコンサート制作の基礎知識』（ヤマハミュージックメディア、2013年）、その他については適宜指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

ワークショップⅠ

川島　素晴

◆授業目標◆

（１）現代を代表する作曲家の作品や創作姿勢に触れ、自らの創作のアイデンティティーを考え、実践することができる。

（２）様々な楽器の可能性を知り、それらを用いた新たな表現を実践することができる。

◆授業内容・計画◆

ゲスト音楽家による講義や実演と、学生を交えての実践(履修学生作品の作品試演、学生によるゲスト作曲家作品の実演等)が適宜組み合
わされる。下記の一覧は、2015年度のものであり、一例として表示している。

2016年度の予定はシラバス提出時点でゲストの日程を調整しており確定できていないので、毎回の詳細については掲示物、或いは下記URL
掲出の情報等を通して確認のこと。
https://www.facebook.com/kcm.composition

全ての講義について、コース履修生以外でも自由に聴講が認められる。
原則的に、全て新１号館合唱スタジオ、水曜５限を予定している。

＜2015年度前期の例＞　＊2016年度は全く異なる内容となります。

１）青木涼子（能）vol.1
２）井上郷子（＊）「国立音大の創作系ピアノ教育」
３）宮田まゆみ（笙）vol.1
４）田中香織（クラリネット）vol.1
５）岩崎秀雄（バイオアーティスト／早稲田大学理工学術院教授）
６）青木涼子（能）vol.2（学生試作品試演）
７）清水チャートリー（本学卒業生）「6/28の個展について／留学について」
８）学生プレゼンテーション vol.1
９）学生プレゼンテーション vol.2
10）田中香織（クラリネット）vol.2（学生試作品試演）
11）山本裕之（作曲家）
12）板倉康明（＊）「現代の室内アンサンブル作品」
13）宮田まゆみ（笙）vol.2（学生試作品試演）
14）坂東祐大（作曲家）
15）まとめ

＊本学創作科目会教員による講義

◆準備学習の内容◆

楽器のゲストを迎える前には該当楽器の構造を調べ、楽譜を見つつ音源を聴く等の予習をして臨むこと。作曲家のゲストを迎える前には、そ
の作曲家の作品にできるだけ接しておくこと。それぞれ質問事項を各自必ず準備し、ゲストとの対話ができる好機を有効に使うように。2回目
が設定されている場合は、1回目の後に内容をしっかり反芻し、初回で聴きそびれたこと、触発されて思いついたこと等を整理し、2回目に備
えるように。

◆成績評価の方法◆

本講義のために提出された小品、学生による上演機会がある場合はその演奏内容、学生プレゼンテーションを担当した場合はその内容、及
び、一連の授業における受講姿勢等による総合評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆



このワークショップの内容は、毎年異なるものである。人選については、2年以上、4年までのサイクルで、なるべく重複のないような配慮をし
ている。従って、正規の履修生だけでなく、当該学年ではない学生も含め、できるだけ多くの学生の聴講を推奨する。もしも4年間で、全ての
ゲストの聴講を実現するなら、その経験は、一生涯、創作家としての糧となるであろう。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

ワークショップⅡ

川島　素晴

◆授業目標◆

（１）現代を代表する作曲家の作品や創作姿勢に触れ、自らの創作のアイデンティティーを考え、実践することができる。

（２）様々な楽器の可能性を知り、それらを用いた新たな表現を実践することができる。

◆授業内容・計画◆

ゲスト音楽家による講義や実演と、学生を交えての実践(履修学生作品の作品試演、学生によるゲスト作曲家作品の実演等)が適宜組み合
わされる。下記の一覧は、2015年度のものであり、一例として表示している。

2016年度の予定はシラバス提出時点でゲストの日程を調整しており確定できていないので、毎回の詳細については掲示物、或いは下記URL
掲出の情報等を通して確認のこと。
https://www.facebook.com/kcm.composition

全ての講義について、コース履修生以外でも自由に聴講が認められる。
原則的に、全て新１号館合唱スタジオ、水曜５限を予定している。

＜2015年度後期の例＞  ＊2016年度は全く異なる内容となります。

１）大胡恵（作曲家）
２）台信遼（＊）（作曲家）
３）長野麻子（音楽学）「シュネーベル《マウルヴェルケ》実習」vol.1
４）篠田昌伸（＊）（作曲家）
５）森垣桂一（＊）「10/3、国立音大打楽器Ens.委嘱新作を中心に」
6&7）ヴァレリオ・サニカンドロ（作曲家）（5限～19:30の開講）
８）長野麻子（音楽学）「シュネーベル《マウルヴェルケ》実習」vol.2
９）山澤慧（チェロ）vol.1
10）新垣隆（作曲家／ピアニスト）
11）今井慎太郎（＊）「11/7、＜聴き伝わるもの～＞の委嘱新作を中心に」
12）中橋愛生（＊）「12/13、吹奏楽定期演奏会の委嘱新作を中心に」
13）山澤慧（チェロ）vol.2（学生試作品試演）
14）渡辺俊哉（＊）「11/17、オーケストラ・プロジェクトでの新作を中心に」
15）田中香織（クラリネット）による学生作品の演奏会を開催

＊本学創作科目会教員による講義

◆準備学習の内容◆

楽器のゲストを迎える前には該当楽器の構造を調べ、楽譜を見つつ音源を聴く等の予習をして臨むこと。作曲家のゲストを迎える前には、そ
の作曲家の作品にできるだけ接しておくこと。それぞれ質問事項を各自必ず準備し、ゲストとの対話ができる好機を有効に使うように。2回目
が設定されている場合は、1回目の後に内容をしっかり反芻し、初回で聴きそびれたこと、触発されて思いついたこと等を整理し、2回目に備
えるように。

◆成績評価の方法◆

本講義のために提出された小品、学生による上演機会がある場合はその演奏内容、学生プレゼンテーションを担当した場合はその内容、及
び、一連の授業における受講姿勢等による総合評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し

◆参考図書◆



このワークショップの内容は、毎年異なるものである。（上記内容はあくまでも2014年度の例であり、2015年度は全く異なる内容となる。）人選
については、2年以上、4年までのサイクルで、なるべく重複のないような配慮をしている。従って、正規の履修生だけでなく、当該学年ではな
い学生も含め、できるだけ多くの学生の聴講を推奨する。もしも4年間で、全てのゲストの聴講を実現するなら、その経験は、一生涯、創作家
としての糧となるであろう。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-305 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 4単位

備考

作曲特別演習Ⅲ

川島　素晴

◆授業目標◆

（１）様々な文化の享受を通じて、アイデンティティーを模索できる。
（２）これまでにない、オリジナルな表現を確立できる。

◆授業内容・計画◆

（１）前年度までの創作を踏まえ、今後の計画を立てる。
（２）自分が興味を持つ音楽作品を表明し、それを研究する。
（３）自分が興味を持つ音楽以外の文化を表明し、それを研究する。
（４）提出作品の構想を練りはじめる。
（５）提出作品の編成を確定し、それに必要な楽器の研究を行う。
（６）様々な管弦楽作品を読み、聴き、書法を研究する。
（７）提出作品の構想を示し、作品の可能性について議論する。
（８）提出作品の構想、楽想等のメモを示し、作品の可能性について議論する。
（９）提出作品の作曲を開始する。
（10）提出作品の作曲を１割程度進める。
（11）提出作品の作曲を２割程度進める。
（12）提出作品の作曲を３割程度進める。
（13）提出作品の作曲を４割程度進める。
（14）提出作品の作曲を半分ほど完了させ、それを前期の提出課題とする。
（15）提出作品を夏期休暇期間にどのように進行させるか、計画を立てる。

◆準備学習の内容◆

これまでに創作してきたものを通じて、自己の問題点を問い直し、アイデンティティの萌芽を見出しておくこと。また、各回に示した授業計画の
準備を確実に遂行すること。

◆成績評価の方法◆

学期末の提出作品と、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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-305 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 4単位

備考

作曲特別演習Ⅳ

川島　素晴

◆授業目標◆

（１）様々な文化の享受を通じて、アイデンティティーを模索できる。
（２）これまでにない、オリジナルな表現を確立できる。

◆授業内容・計画◆

（１）夏期休暇期間に提出作品の７割程度を完成させておく。
（２）提出作品の作曲を８割程度進める。
（３）提出作品の作曲を９割程度進める。
（４）提出作品をひとます終わりまで完成させる。
（５）提出作品の修正を行う。
（６）提出作品の微調整を行う。
（７）提出作品の完全な完成に至る。
（８）提出作品の最終的な校正を行う。

＜第１回演奏審査会に選出された場合＞
（９）提出作品の今一度の校正を行い、スコアの製本をする。
（10）提出作品のパート譜の作成、校正を行う。
（11）提出作品のリハーサルに向けての準備を行う。
（12）提出作品の演奏上の問題について議論する。
（13）卒業後のビジョンについて議論する。
（14）提出作品のリハーサル。
（15）提出作品の演奏審査会に臨む。

＜第２回演奏審査会に選出された場合＞
（９）提出作品の今一度の校正を行う。
（10）提出作品のスコアの最終校正を行い、製本作業をする。
（11）提出作品のパート譜の作成を行う。
（12）提出作品のパート譜の校正を行う。
（13）卒業後のビジョンについて議論する。
（14）第２回演奏審査会に向けた準備を進める。
（15）第１回、提出作品の演奏審査会の聴講。

◆準備学習の内容◆

これまでに創作してきたものを通じて、自己の問題点を問い直し、アイデンティティの萌芽を見出しておくこと。また、各回に示した授業計画の
準備を確実に遂行すること。

◆成績評価の方法◆

学期末の提出作品と、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◆



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 2-21 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

作曲家作品研究Ⅰ

中橋　愛生

◆授業目標◆

音楽大学を卒業後に関わる機会が多い「吹奏楽」について、そこに内包されている諸形態の違い・特性を実作品に触れることで明らかにし、
それぞれの可能性を探る。

◆授業内容・計画◆
主に編成の違いと、それぞれの特性について考察。最終的に自分が将来作品を創ることになる形態の特性を明確にする。
具体的に扱うテーマ・主な作品は下記を予定しているが、変更の可能性もある。また、受講者の希望の作品があれば、それを扱うことも可能
である。

　１）ガイダンス

　２）基礎知識：ミリタリーバンド様式

　３）国・時代によるミリタリーバンド様式の差異
　　（ホルスト「組曲 第１番」）

　４）基礎知識：ハルモニームジーク

　５）ハルモニームジークのレパートリー　…現代まで続く編曲問題
　　（モーツァルト（本人編曲？）「後宮からの誘拐」等）

　６）基礎知識：管楽オーケストラ

　７）管楽オーケストラの特性　…編成の必然性とは
　　（ヴァレーズ「積分」、ワイル「小さな三文音楽」等）

　８）基礎知識：ウインドアンサンブル　…理想と現実の挟間で

　９）基礎知識：ブラスバンドとその周辺

１０）サクソルン属の概論と使用例　…未開拓のパレットたち
　　（スパーク「ドラゴンの年」等）

１１）基礎知識：マーチングとDCI、コンサート作品への応用
　　（ブラスト！、コリリアーノ「サーカス・マキシマス」等）

１２）世界各国の代表的マーチ、現代のマーチ

１３）基礎知識：ビッグバンド、シンフォニック・ポップス

１４）試験と評価

◆準備学習の内容◆

授業前および授業後に、題材とされた楽曲によく触れておくこと。

◆成績評価の方法◆

文章記述式の筆記試験で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『カラー図解 楽器から見る吹奏楽の世界』佐伯茂樹著（河出書房新社）

　他、プリントを配布する。

◆参考図書◆



『吹奏楽の歴史』秋山紀夫著（ミュージックエイト）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-21 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

作曲家作品研究Ⅱ

中橋　愛生

◆授業目標◆

卒業後に関わる機会が多いであろうアマチュアの吹奏楽団体へ作品を供する際に必要な知識と技術の習得。ならびに「教育的作品」から
「アマチュア奏者による高度な内容の作品」、各種編曲の技術など、幅広い書法の獲得。

◆授業内容・計画◆
吹奏楽作品を創作する上で重要なのは「誰に」「何を」「どう」書くのかを見据えることである。
そこで、主にアマチュアを想定した場合の楽器運用法（オーケストレーション）、目的別の書法の違いについて考察していく。
具体的に扱うテーマ・作品は下記を予定しているが、変更の可能性もある。また、受講者の希望の作品があれば、それを扱うことも可能であ
る。

　１）日本における吹奏楽の市場と需要

　２）アマチュアを想定した楽器運用法（総論）

　３）アマチュアを想定した楽器運用法（木管）

　４）アマチュアを想定した楽器運用法（金管１）

　５）アマチュアを想定した楽器運用法（金管２・打楽器等）

　６）編成の決定

　７）吹奏楽における「バランス」その１　…垂直的考察

　８）吹奏楽における「バランス」その２　…水平的考察

　９）特殊奏法概説／アメリカの大編成作品
　　（H.ホリガー「プネウマ」／A.リード「アルメニアン・ダンス・パート１」等）

１０）アメリカの教育用作品
　　（J.スウェアリンジェン「ブルーリッジ・サガ」等）

１１）管弦楽からのトランスクリプション
　　（F.スッペ／中橋愛生編曲「詩人と農夫」序曲等）

１２）ピアノ曲や団体歌からのトランスクリプション
　　（J.ブルクミュラー／中橋愛生編曲「タランテラ」等）

１３）不確定性への挑戦／吹奏楽の新たな可能性
　　（フレキシブル・アンサンブル／天野正道「緑」／中橋愛生「谺響する時の峡谷」等）

◆準備学習の内容◆

基礎的な楽器学および管弦楽法の知識を習得しておくこと。

◆成績評価の方法◆

文章記述式の筆記試験で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配布する。

◆参考図書◆



『バンドのための編曲法』フランク・エリクソン著、伊藤康英訳（東亜音楽社）
『コンテンポラリー・アレンジャー 』ドン・セベスキー著、林雅諺ほか訳（ATN）
『コンプリート・アレンジャー 』サミー・ネスティコ著、 三上クニ訳（ATN）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

作曲家作品研究Ⅲ

上田　真樹

◆授業目標◆

声は、人が最初に手にする楽器であり、「うた」は音楽の根源です。
音楽をする者にとって「うた」を知ることは大切であり、特に作曲をする者にとっては、母語のテキストを伴う作品を書くことは必要なことと考え
ます。
日本歌曲作品や合唱作品を分析し、自ら創作することによって、各自の音楽活動に活かすことを目標とします。

◆授業内容・計画◆
まず、「うた」の歴史を概観したのち、ヨーロッパ言語と日本語を比較し、日本語の特性を知った上で、西洋音楽の語法で日本歌曲を書くこと
について考えます。何人かの作曲家に焦点を当て、その作品を分析することにより、また、同じ詩による異なる作曲家の作品を分析すること
によって、詩の解釈と音楽との関わりについての理解を深めます。そして実際に日本語のテキストによる作品を書くことによって、各自が「う
た」と向き合います。

各々の作品は実際に音にする機会を設け、「歌い手」の生きた声を聞き、今後の創作活動に活かします。
（例年では、夏休みに書いた作品を芸術祭において発表しています。）

基本的には、創作する側の視点での講義・演習ですが、作曲科学生に限らず歌曲創作に興味のある学生、また合唱指揮者・合唱指導者を
志す学生等の参加も歓迎します。

まず、「うた」の歴史を概観したのち、ヨーロッパ言語と日本語を比較し、日本語の特性を知った上で、西洋音楽の語法で日本歌曲を書くこと
について考えます。何人かの作曲家に焦点を当て、その作品を分析することにより、また、同じ詩による異なる作曲家の作品を分析すること
によって、詩の解釈と音楽との関わりについての理解を深めます。そして実際に日本語のテキストによる作品を書くことによって、各自が「う
た」と向き合います。

各々の作品は実際に音にする機会を設け、「歌い手」の生きた声を聞き、今後の創作活動に活かします。
（例年では、夏休みに書いた作品を芸術祭において発表しています。）

基本的には、創作する側の視点での講義・演習ですが、作曲科学生に限らず歌曲創作に興味のある学生、また合唱指揮者・合唱指導者を
志す学生等の参加も歓迎します。

第１回  ガイダンス
第２回  概論（１）人とうた
第３回  概論（２）言葉と音楽
第４回  概論（３）日本語と音楽
第５回  分析および発表（１）明治洋楽受容期
第６回  分析および発表（２）唱歌
第７回  分析および発表（３）童謡
第８回  分析および発表（４）軍歌
第９回  分析および発表（５）歌謡曲
第１０回  分析および発表（６）音楽教育と合唱
第１１回  分析および発表（７）芸術歌曲
第１２回  分析および発表（８）音楽の表記の仕方

◆準備学習の内容◆

発表の担当者は、分析や創作、あるいは演奏を行う。

◆成績評価の方法◆

提出作品、発表の内容、および平常点。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

作曲家作品研究Ⅳ

上田　真樹

◆授業目標◆

「作曲家作品研究III」での学習や経験を活かし、各自が実際に分析や創作することを通して、人にとって最も身近な楽器である声について、
また「うた」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◆

古今東西様々な「声をあつかった作品」をとりあげ、人の声がどのように扱われているか考察します。
合唱における女声・男声・混声など異なる編成による音楽の幅や響きの違いを知り、実際に一つの曲を様々な編成に編曲することによって、
具体的な合唱の書法を学びます。

基本的には、創作する側の視点での講義・演習ですが、作曲科学生に限らず歌曲創作に興味のある学生、また合唱指揮者・合唱指導者を
志す学生等の参加も歓迎します。

第１回  概論
第２回  分析および編曲、創作（１）うたの創作
第３回  分析および編曲、創作（２）編成について
第４回  分析および編曲、創作（３）混声四部合唱
第５回  分析および編曲、創作（４）女声三部合唱
第６回  分析および編曲、創作（５）男声四部合唱
第７回  分析および編曲、創作（６）混声三部合唱
第８回  分析および編曲、創作（７）児童合唱
第９回  分析および編曲、創作（８）日本語と音楽
第１０回  分析および編曲、創作（９）無伴奏合唱の編曲
第１１回  分析および編曲、創作（１０）ポップス作品の合唱編曲
第１２回  分析および編曲、創作（１１）宗教音楽と合唱
第１３回  分析および編曲、創作（１２）民謡編曲作品
第１４回  分析および編曲、創作（１３）創作と発表
第１５回  総括

◆準備学習の内容◆

発表の担当者は、分析や創作、あるいは演奏を行う。

◆成績評価の方法◆

提出作品、発表の内容、および平常点。

◆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◆



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 2-11 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

アナリーゼⅤ

神本　真理

◆授業目標◆

　１９世紀後半から２０世紀中頃までを中心とした作品のアナリーゼを行う。テキストとして扱う音楽作品そのものだけではなく、時代背景や、
同時代を生きた異分野のアーティストなどの周辺知識も交えながら、単なる音楽的な分析のみならず、その作品から読み取れる美学的な側
面など、より深い視点で、それぞれの作品の音楽語法を見つめていくことを目標とする。

◆授業内容・計画◆

　後期ロマン派からフランス近代を経て、２０世紀中頃までに起こった新しい和声感覚や音色、スタイル、そして、音楽と異分野の芸術との関
わりの変遷を、より深い分析的視点から取り上げていく。
  講義のみならず、受講生によるプレゼンテーションとディスカッションも積極的に行っていく。

1.ガイダンスと小テスト
（１９世紀終わり～２０世紀初頭にかけての名作をピックアップして、基礎知識の確認を行う）
2.２０世紀以降の作品数曲をモデルとして、現代の音楽の総括的な変遷について
3.ドビュッシーの音楽と文学、絵画との関わり
4.ラヴェルの音楽における魔術的な魅力について
5.マーラーのオーケストラ作品と歌曲について
6.バルトークの音楽における独特のプリミティブな響き／リズムの概念などについて
7.新ウィーン楽派の作曲家たちの主要作品と、それぞれの書法について
8.ストラヴィンスキーの主要作品におけるスタイルの変遷について
9.シベリウスの音楽、また、その後の現代の作曲家への影響について
10.ヴァレーズの音楽における音響への新しい概念について
11.メシアン（創作のプロセスと、その美学的な観点、また両氏の音楽の比較／関連について）
12.ブーレーズ（創作のプロセスと、その美学的な観点、また両氏の音楽の比較／関連について）
13.受講者による分析発表
14.受講者によるディスカッション
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

　テキストとして取り扱う作品については、予め伝達をしますので、各自、自主的に予めスコアと音源CDに触れ、その音楽の全体像を把握し
ておくこと。
　また、さらに余裕がある場合は、同じ作曲家の他の作品にも触れるように努め、より幅広い周辺知識をも収穫として蓄えるようにすること。

◆成績評価の方法◆

　あらゆる音楽に常に鋭敏な感覚を持って、授業に積極的に参加すること。

1.試験（授業内での分析発表内容）
2.授業への積極的な姿勢（ディスカッションなど）も参考とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

『現代音楽を読み解く８８のキーワード』ジャン＝イヴ・ボスール著、栗原 詩子 訳（音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-11 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

アナリーゼⅥ

神本　真理

◆授業目標◆

  ２０世紀中頃からの世界的な文化背景を踏まえ、２１世紀を生きる私たちの同時代の音楽に至るまで、社会情勢や時代との関わりの中で
生まれてきた重要な作品を中心に取り上げる。 テキストとして取りあげる作品の楽器編成は、器楽、声楽のみならず、エレクトロニクスを用い
た作品をも含む。 多くの情報に溢れた現代社会の中での音楽の在り方そのものの可能性について、幅広い視点で思索を深めていくことも、
この授業の最終的な目的とする。

◆授業内容・計画◆

   美学的な観点から現代芸術の在り方を見つめるとともに、今の音楽とは、どのような必然性をもって変革されてきたか、ということを、各々
の時代における重要な作品を中心に取り上げ、アナリーゼを行う。
  Ⅴでの授業展開と同じく、受講者個々によるプレゼンテーションも積極的に行っていく。

1.クセナキス（独特の音質と推計学との関わり）
2.リゲティ（独自の音楽語法と、その音響空間における美について）
3.ベリオ (２０世紀の他の様々な作品との関連を交えて)
4.ミュライユ（スペクトル楽派の音楽の創作プロセスと、その魅力について）
5.グリゼー（スペクトル楽派の音楽の創作プロセスと、その魅力について）
6.シャリーノ（ストイックな世界に見られる独特の音像についてvol.1）
7.ラッヘンマン（同上　vol.2）
8.ペッソン（同上 vol.3）
9.サーリアホ（器楽とエレクトロニクスのミクスト作品について）
10.ヨーロッパで活躍する若い世代の作曲家たちについて
11.電子音響作品の歴史的変遷と主要な作品について
12.現代の邦人作曲家について
13.受講者による分析発表
14.受講者によるディスカッション
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

　Ⅵでの分析発表については、Ⅴでの分析発表より、さらに深く精緻なアナリーゼを行い、プレゼンテーションすることを最終試験の評価とす
るため、夏休み頃から少しずつ準備を進めておくこと。
　作品の選択やアナリーゼの内容については、随時質問を受け付けることとする。

◆成績評価の方法◆

　あらゆる音楽に常に鋭敏な感覚を持って、授業に積極的に参加すること。

1.試験（授業内での分析発表内容）
2.授業への積極的な姿勢（ディスカッションなど）も参考とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

『現代音楽を読み解く８８のキーワード』ジャン＝イヴ・ボスール著、栗原 詩子 訳（音楽之友社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-304 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

CCS615N

創作実習Ⅲ

近藤　岳

◆授業目標◆

●古典派、ロマン派の音楽様式によるピアノ作品、または二重奏作品を創作する。（ソナタ形式による）　●様々な作曲家の音楽語法、その
特長を分析・把握し、様式感を踏まえた上で創作する。　●和声や音楽形式の変遷を俯瞰し、主に古典派・ロマン派の作曲家達がどのように
自らの音楽語法を探究したのか、その様式を創作実践を通して研究する。

◆授業内容・計画◆

授業は、毎回指定する作曲家の作品分析（アナリ―ゼ）を軸に、各自の創作作品について推敲するための時間を入れ込みながら進めてい
く。履修者全員でその都度活発なディスカッション、音出しを織り交ぜながら、「なぜ？どうして？どうする？」を共有し、各自の音楽探究に役
立てる。

1.   ガイダンス/作曲家・作品アナリ―ゼ（1） 「ソナタとは？その概要」
2.   主題動機の創作①　「2つの主題…その性格と魅力」
3.   主題動機の創作②　「第1主題、第2主題（副主題）の関係性」
4.   作曲家・作品アナリ―ゼ（2）
5.   提示部について①　「2つの主題と調の関係性、確保、経過句について」
6.   提示部について②　「主題の性格をどう印象付けるか？」
7.   提示部から展開部へ  「小結尾（コデッタ）」
8.   展開部について①　「どう展開するのか？2つの主題性格から導かれる様々な可能性」
9.   展開部について②  「主題動機の展開、和声と転調が生み出すもの」
10.  展開部について③　「主題動機の展開、クライマックスの形成」
11.  展開部から再現部へ　「どう再現するのか？」
12.  再現部について①　「再現部、または変化を伴う再現部について」
13.  再現部について②　「第2主題の再現について、コーダ（結尾）へ向けて」
14.  再現部について③　「コーダについて」　および試演
15.　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業中の楽曲分析、各自の創作内容について、その準備を積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

授業の取り組みと、提出作品（試演会含む）によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でその都度指示する。

◆参考図書◆

楽譜、資料、参考文献等はその都度指示し、併せて資料プリント配布も行う。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-306 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

CCS615N

創作実習Ⅲ

市川　景之

◆授業目標◆

ソナタ形式での古典派スタイルの作品創作を通じて、構築された音楽を体験する

◆授業内容・計画◆

  第1回　ピアノ曲　テーマの作成①
　第2回　　　　　　テーマの作成② 　①への修正・加筆
　第3回　　　　　　テーマ～確保・推移の転調技法①
　第4回　　　　　　確保・推移の転調技法②　①への修正・加筆　　別のアイデアとの比較検討
　第5回　　　　　　副次（第2）テーマの作成①
　第6回　　　　　　副次（第2）テーマの作成②　①への修正・加筆
　第7回　　　　　　副次主題の確保～終止・コーダ①
　第8回　　　　　　副次主題の確保～終止・コーダ②　①への修正・加筆
　第9回　　　　　　展開部の作成①　転調計画とモティーフの関連性
　第10回　　　　　展開部の作成②　①への修正・加筆　別のアイデアとの比較検討
　第11回　　　　　再現部準備の保続～再現部（テーマ）
　第12回　　　　　再現部①
　第13回　　　　　再現部②　①への修正・加筆
　第14回　　　　　まとめ
　第15回　　　　　クラス内発表（自作自演　予定）

◆準備学習の内容◆

各自、ＭＯＺＡＲＴ、ＢＥＥＴＨＯＶＥＮ　のピアノソナタを分析しておくこと。

◆成績評価の方法◆

クラス内発表での評価、および平常点。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-304 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

CCS616N

創作実習Ⅳ

近藤　岳

◆授業目標◆

●バロック、古典派、ロマン派作曲家の鍵盤楽器または室内楽（二重奏）のソナタ形式による作品研究を行う。　●様々な作曲家の固有な音
楽語法や特長を把握し、様式感を育み、自らの創作に活かす。

◆授業内容・計画◆

授業は、毎回指定する作曲家の作品分析（アナリ―ゼ）を軸に、各自の創作作品について推敲するための時間を入れ込みながら進めてい
く。履修者全員でその都度活発なディスカッション、音出しを織り交ぜながら、「なぜ？どうして？どうする？」を共有し、各自の音楽探求に役
立てる。

1.   ガイダンス/作曲家・作品アナリ―ゼ（1） 「ソナタとは？その概要」「楽器編成について」
2.   主題動機の創作①　「2つの主題…その性格と魅力」
3.   主題動機の創作②　「第1主題、第2主題（副主題）の関係性」
4.   作曲家・作品アナリ―ゼ（2）
5.   提示部について①　「2つの主題と調の関係性、確保、経過句について」
6.   提示部について②　「主題の性格をどう印象付けるか？」
7.   提示部から展開部へ  「小結尾（コデッタ）」
8.   展開部について①　「どう展開するのか？2つの主題性格から導かれる様々な可能性」
9.   展開部について②  「主題動機の展開、和声と転調が生み出すもの」
10.  展開部について③　「主題動機の展開、クライマックスの形成」
11.  展開部から再現部へ　「どう再現するのか？」
12.  再現部について①　「再現部、または変化を伴う再現部について」
13.  再現部について②　「第2主題の再現について、コーダ（結尾）へ向けて」
14.  再現部について③　「コーダについて」　および試演
15.　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業中の楽曲分析、各自の創作内容について、その準備を積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みと、試演、レポート等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でその都度指示する。

◆参考図書◆

楽譜、資料、参考文献等はその都度指示し、併せて資料プリント配布も行う。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 N-306 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

CCS616N

創作実習Ⅳ

市川　景之

◆授業目標◆

ピアノ曲または二重奏での古典派・初期ロマン派のソナタ形式の楽曲作成

◆授業内容・計画◆

第1回　　テーマの作成①   二重奏のあり方について
第2回　　テーマの作成②　　①への修正・加筆
第3回　　確保・推移①　　　転調とモティーフの相互関連
第4回　　確保・推移②　　　①への修正・加筆
第5回　　副次テーマ①　　　テーマとその確保
第6回　　副次テーマ②　　　①への修正・加筆　およびコーダの作曲
第7回　　展開部①　　　　　複数のアイデアの検討
第8回　　展開部②　　　　　①への修正・加筆
第9回　　展開部③　　　　　①・②への修正・加筆　まとめ
第10回　再現の工夫　　　　再現部導入に際しての、さまざまな工夫について
第11回　再現部①　　　　　第１０回を踏まえた再現部作曲
第12回　再現部②　　　　　①への修正・加筆
第13回　まとめ　　　　　　パート譜の作成を含めた、仕上げ
第14回　クラス内発表
第15回　講評会

◆準備学習の内容◆

各自、ＭＯＺＡＲＴ，ＢＥＥＴＨＯＶＥＮ、場合によっては初期ロマン派の作品を分析しておくこと

◆成績評価の方法◆

Ⅲ同様、クラス内発表の評価、平常点。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-020 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

CCS623N

実用音楽研究Ⅲ

栗山　和樹

◆授業目標◆

劇場映画における「音楽」の役割を考察し、ポストプロダクションにおける映画音楽製作のプロセスと理論を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

映画音楽制作過程で重要な「スポッティング（映像のどこから、どこまで、どのような音楽をどのように付けるかを決める作業）」に焦点をあ
て、基本的な技法、プリスコア・セッションを考察します。

1.　ポストプロダクションにおける映画音楽制作プロセス解説（１）(音楽制作の流れ)
2.　ポストプロダクションにおける映画音楽制作プロセス解説（２）(制作環境)
3.　スポッティング（１） 映画音楽の５w1h(Why)
4.　スポッティング（２） 映画音楽の５w1h(What,How)
5.　スポッティング（３） 映画音楽の５w1h(When,Who,Where)
6.　分析のための劇場用アメリカ映画の視聴（１）(前半)
7.　分析のための劇場用アメリカ映画の視聴（２）(後半)
8.　劇場用アメリカ映画の分析（１）「音楽の目的」に焦点をおいて考察
9.　劇場用アメリカ映画の分析（２）「音楽の開始、終止」に焦点をおいて考察
10.　脚本の理解(キャラクター)
11.　脚本の理解(相反するキャラクター)
12.　選曲による音楽づけ
13.　選曲による音楽づけ　ディスカッション(テーマ)
14.　選曲による音楽づけ　ディスカッション(キャラクター)
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎週、課題として課される課題を実習し、次回、授業に持参する。

◆成績評価の方法◆

課題も多く、非常に厳しい授業です。
欠席、遅刻等も厳しくチェックします。
20分を越える遅刻はいかなる理由でも欠席とします。
出席日数の不足、学期末での提出課題提出数が少ない場合は単位認定しません。

映画音楽分析課題提出、及び授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で配布するハンドアウト。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-020 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

CCS624N

実用音楽研究Ⅳ

栗山　和樹

◆授業目標◆

サウンドトラックの模擬制作を通じて映画音楽作曲技術を周辺から学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1.　３段譜スコアによる劇場用アメリカ映画の分析（１）
　　M１ 和声分析とモーション、遠隔調転調について
2.　３段譜スコアによる劇場用アメリカ映画の分析（２）
　　M５ 和声リズムとシステム
3.　３段譜スコアによる劇場用アメリカ映画の分析（３）
　　モーダルな楽曲
4.　作曲による音楽づけ　キャラクターを描く（１）(主人公)
5.　作曲による音楽づけ　キャラクターを描く（２）(主人公をとりまく人々)
6.　作曲による音楽づけ　心の変化を描く（１）(雰囲気)
7.　作曲による音楽づけ　心の変化を描く（２）(高揚)
8.　作曲による音楽づけ　心の変化を描く（３）(消沈)
9.　作曲による音楽づけ　圧力あるスコア（１）(インパクト)
10.　作曲による音楽づけ　圧力あるスコア（２）(悲劇)
11.　サラウンドの研究
12.　提出課題の完成
13.　視聴会と課題提出
14.　リバーブの研究
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

課題を必ず完成、授業で発表できるようにしてくること。

◆成績評価の方法◆

課題も多く、非常に厳しい授業です。
欠席、遅刻等も厳しくチェックします。
20分を越える遅刻はいかなる理由でも欠席とします。
出席日数の不足、学期末での提出課題提出数が少ない場合は単位認定しません。

作品研究課題提出、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）◆

授業内配布資料。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

コンピュータ音楽プログラミングＣⅠ

松田　周

◆授業目標◆

DIPSによるマルチメディアプログラミングを学ぶ。
リアルタイム映像処理と、他の音響映像処理環境など多様なメディアを結合した作品制作を実践する。

◆授業内容・計画◆

画像・映像の入出力技術の仕様と利用の実際を学び、DIPSによる様々な映像生成技術で実践する。
同種の様々な視覚化アプリケーション、センサーなどの物理的な入出力機器の開発、応用と統合法を習得する。
音響情報の視覚化にとどまらず、音、映像、その他の多種のメディア間のインタラクションを実現した作品創作を目指す。

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　　MaxMSPの拡張１(エクスターナルオブジェクトの適用と作成)
第３回　　DIPS１、入出力
第４回　　DIPS２、エフェクトの基礎
第５回　　DIPS３、OpenGLの基礎１(ウインドウ、消去、描画)
第６回　　DIPS４、OpenGLの基礎２(コンテクスト)
第７回　　DIPS５、OpenGLの基礎３(描画オブジェクトと設定オブジェクト)
第８回　　DIPS６、OpenGLの応用１(座標変換)
第９回　　DIPS７、OpenGLの応用２(モデル行列、ビュー行列、射影行列)
第１０回　DIPS８、エフェクトの応用１(Dfxオブジェクト群)
第１１回　DIPS９、エフェクトの応用２(自作エフェクト)
第１２回　作品創作計画(WindowMixer)
第１３回　作品創作応用１(レイヤー、画像合成)
第１４回　作品創作応用２(音と映像の連携)
第１５回　補遺とまとめ、作品発表、プレゼンテーション

◆準備学習の内容◆

授業には毎回出席し、復習を十分行うこと。
自主的に学習をすすめ課題を見つけること

◆成績評価の方法◆

授業内実習、提出課題、プレゼンテーション、作品等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内配付資料

◆参考図書◆

OpenGLプログラミングガイド
OpenGLリファレンスマニュアル
ディジタル映像分析
    OpenCVによる映像内容の解析
    (豊沢 聡、 永田 雅人 著／カットシステム)
Kinect Open Source Programming Secrets:
    Hacking the Kinect with OpenNI, NITE, and Java
    (Andrew Davison 著／McGraw-Hill/TAB Electronics)

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

コンピュータ音楽プログラミングＣⅡ

松田　周

◆授業目標◆

DIPSによるマルチメディアプログラミングを学ぶ。
リアルタイム映像処理と、他の音響映像処理環境など多様なメディアを結合した作品制作を実践する。

◆授業内容・計画◆

画像・映像の入出力技術の仕様と利用の実際を学び、DIPSによる様々な映像生成技術で実践する。
同種の様々な視覚化アプリケーション、センサーなどの物理的な入出力機器の開発、応用と統合法を習得する。
音響情報の視覚化にとどまらず、音、映像、その他の多種のメディア間のインタラクションを実現した作品創作を目指す。

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　　MaxMSPの拡張、エクスターナルオブジェクト１(音声処理オブジェクト)
第３回　　MaxMSPの拡張、エクスターナルオブジェクト２(映像処理オブジェクト)
第４回　　DIPS１０、入出力拡張
第５回　　DIPS１１、OpenGL応用１
第６回　　DIPS１２、エフェクトの基礎から応用、作成
第７回　　DIPS１３、ビデオ処理の基礎から応用
第８回　　DIPS１４、高度なライブラリの使用
第９回　　DIPS１５、シェーダの使用
第１０回　様々なメディア作品実現のための環境
第１１回　マルチメディアプログラミング１(外部センサの応用)
第１２回　マルチメディアプログラミング２(外部システムとの連携)
第１３回　作品創作応用１(作品制作上の課題と解決法)
第１４回　作品創作応用２(作品制作)
第１５回　補遺とまとめ、作品発表、プレゼンテーション

◆準備学習の内容◆

授業には毎回出席し、復習を十分行うこと。
自主的に学習をすすめ課題を見つけること

◆成績評価の方法◆

授業内実習、提出課題、プレゼンテーション、作品等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内配付資料

◆参考図書◆

OpenGLプログラミングガイド
OpenGLリファレンスマニュアル
ディジタル映像分析
    OpenCVによる映像内容の解析
    (豊沢 聡、 永田 雅人 著／カットシステム)
Kinect Open Source Programming Secrets:
    Hacking the Kinect with OpenNI, NITE, and Java
    (Andrew Davison 著／McGraw-Hill/TAB Electronics)

◆留意事項◆





ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

デジタル･ビジュアル･デザイン応用Ⅰ

平野　昌太郎

◆授業目標◆

「音楽を制作するようにデザインをし、デザインをするように音楽を制作する」。実際にデザインの作業を体験し、個々が共通点を発見し体験
することで自身の音楽制作へと還元できるような視点の養成を目指します。流行や技法に流されずに模索し続けること、完成させるのではな
く可能性に触れること、個の作業ではなく、全員で成果を共有しながら先へ進むこと。

◆授業内容・計画◆

文字の組版（タイポグラフィ）と図像のレイアウトによって、紙の媒体（ポスター、パンフレット、冊子等）の中に自身の音楽空間をビジュアライ
ズしていく。

◆準備学習の内容◆

初日は先入観を捨ててきてください。常に日常の生活や自然の中からデザイン、音楽に共通する概念を探してください。

◆成績評価の方法◆

デジタル･ビジュアル･デザイン応用Ⅱとセットの受講を推奨。遅刻、欠席はしないように。

平常の授業への取り組み、課題評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

タイポグラフィ・トゥデイ（誠文堂新光社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,3年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

デジタル･ビジュアル･デザイン応用Ⅱ

平野　昌太郎

◆授業目標◆

「音楽を制作するようにデザインをし、デザインをするように音楽を制作する」。実際にデザインの作業を体験し、個々が共通点を発見し体験
することで自身の音楽制作へと還元できるような視点の養成を目指します。流行や技法に流されずに模索し続けること、完成させるのではな
く可能性に触れること、個の作業ではなく、全員で成果を共有しながら先へ進むこと。

◆授業内容・計画◆

文字の組版（タイポグラフィ）と図像のレイアウトによって、紙の媒体（ポスター、パンフレット、冊子等）の中に自身の音楽空間をビジュアライ
ズしていく。

◆準備学習の内容◆

初日は先入観を捨ててきてください。常に日常の生活や自然の中からデザイン、音楽に共通する概念を探してください。

◆成績評価の方法◆

デジタル･ビジュアル･デザイン応用Ⅰとセットの受講を推奨。遅刻、欠席はしないように。

平常の授業への取り組み、課題評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

タイポグラフィ・トゥデイ（誠文堂新光社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

音楽情報研究Ⅲ

野中　映

◆授業目標◆

フリーペーパーの作成に向けて、(1)アイデアを出し、議論を通して練り上げることができる。(2)企画案に沿って取材や調査を適切に行うこと
ができる。(3)想定される読者層に応じて適切に原稿を書くことができる。(4)校正・レイアウトなどの編集作業を適切に行うことができる。

◆授業内容・計画◆

フリーペーパーの企画から内容決定、取材、原稿執筆、編集などを自分たちで行い、版下を作成します（印刷と製本は業者に依頼します）。
授業ではディスカッションや原稿の読み合わせ、構成など全員での作業を中心に行います。
授業はほぼ次のような内容で進められます。
第1回  ガイダンス
第2回  雑誌の性格決め、企画案作り
第3回  企画決定、役割分担
第4回  テーマに沿った取材
第5回  コンセプトに即した調査
第6回  キーワードを決める
第7回  原稿作成
第8回  原稿読み合せ
第9回  修正原稿作成、確認
第10回 表紙イラスト、写真など準備、レイアウト決め
第11回 編集プランニング
第12回 編集の現場作業
第13回 校正および校閲
第14回 版下完成
第15回 総括

◆準備学習の内容◆

企画、取材、執筆、編集の各段階に応じてそれぞれ自宅での作業が必要になります。全体の進行スケジュールを妨げないよう、毎回の準備
作業を進めておいてください。

◆成績評価の方法◆

・共同作業ですので、協調性と責任感をもって授業に参加してください。
・パソコンの文書作成ソフト、画像編集ソフトなどの操作にある程度慣れておいてください。

フリーペーパーの内容（グループ評価）を基準とし、個々の文章の内容（個別評価）、作業への参加状況を加味して評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

周りのすべてのものが教科書です。

◆参考図書◆

すべての雑誌やフリーペーパーなどが参考になります。積極的に目を通しておいてください。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

音楽情報研究Ⅳ

吉成　順

◆授業目標◆

音楽情報をWebページとして発信するために
・企画案を出し、議論を通して練り上げることができる。
・企画案に沿って取材・原稿執筆・編集などの作業を適切に行うことができる。
・HTMLの基本を理解し、アクセシビリティに配慮したWebページを作成できる。
・インターネットのサーバー上にデータを適切にアップロードできる。

◆授業内容・計画◆

「音楽情報・社会コース」としての（プライベートな）Webページを作成し、学習の成果や有用な音楽情報などを公開します。
まずは前期に作成したフリーペーパーのWeb版を作成し、できれば他の内容も追加していきます。
授業は次のような内容で進められます。

第1回　WebページとHTML（講義）
第2回　スタイルシートについて（講義）
第3回　アクセシビリティについて（講義）
第4回　企画案検討（ディスカッション）
第5回　Webページ作成ソフトの実習
第6回　Webデザインの検討（ディスカッション）
第7回　フリーペーパーのWeb化作業1（ホームページとリンクの作成）
第8回　フリーペーパーのWeb化作業2（レイアウト）
第9回　フリーペーパーのWeb化作業3（素材のアップロード）
第10回 追加企画案検討
第11回 追加企画取材
第12回 追加企画原稿執筆、読み合せ
第13回 追加企画Webページ作成
第14回 サーバーにアップロード
第15回 総括

◆準備学習の内容◆

進行の各段階に応じてそれぞれ自宅での作業が必要になります。全体の進行スケジュールを妨げないよう、毎回の準備作業を進めておい
てください。

◆成績評価の方法◆

共同作業ですので、協調性と責任感をもって授業に参加してください。

Webページの内容（グループ評価）を基準とし、個々のページの内容（個別評価）、平常の授業への取り組を加味して評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

講義部分については適宜プリントを配布します。

◆参考図書◆

これまでの先輩たちが作成したWebページを見ておいてください（http://ongakujouhou.web.fc2.com/）。
その他の参考書は必要に応じて指示します。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 別科2-211 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

楽器製作研究Ⅲ

森　太郎, 大津　直規

◆授業目標◆

楽器設計・製作の実際を理解する。

◆授業内容・計画◆

これまでに学んだ経験を元に、各自の興味と能力に合わせた楽器を設計・製作する。
学生が主体的に計画を立てて、実行する。

一例であり、製作する楽器により進め方は大きく異なります。
1 製作する楽器の決定
2 スケッチ
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
11 下彫刻
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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 別科2-211 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

楽器製作研究Ⅳ

森　太郎

◆授業目標◆

楽器設計・製作の実際を理解する。

◆授業内容・計画◆

これまでに学んだ経験を元に、各自の興味と能力に合わせた楽器を設計・製作する。
学生が主体的に計画を立てて、実行する。

一例であり、製作する楽器により進め方は大きく異なります。
1 製作する楽器の決定
2 スケッチ
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
11 下彫刻
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◆

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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-227 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

音響制作研究Ⅲ

藤田　厚生

◆授業目標◆

音楽作品を作り上げるための知識を得る。

◆授業内容・計画◆

１、座学：録音作業の流れについて
２、座学：録音機材の役割と機能について（規格）
３、 3-1,座学：録音機材の役割と機能について（マイクロフォン/種類）
４、3-2,座学：録音機材の役割と機能について（マイクロフォンテクニック/ステレオ）
５、4-1.実習：録音機材の取り扱い(楽器録音の基礎・piano)
６、4-2.実習：録音機材の取り扱い(楽器録音の基礎・guiter)
７、4-3,実習：録音機材の取り扱い(楽器録音の基礎・4rythm)
８、4-4.実習：録音機材の取り扱い(楽器録音の基礎・オーバーダビング)
９、4-5,実習：フィールドレコーディング（野外：効果音）
１０、5-1,実習：マルチトラック録音(DAWの基礎)
１１、5-2,実習：マルチトラック録音(DAWの操作)
１２、6-1,実習：音処理技術①（ダイナミックス）
１３、6-2,実習：音処理技術②（イコライザ）
１４、6-3,実習：音処理技術③（リバーブ）
１５、まとめと評価

その他：録音スタジオ等プロの現場の見学（希望者）

◆準備学習の内容◆

日頃から、常に音に関心を持ち、各自の研究のテーマや授業に役立てるように心がける。疑問があれば、積極的に質問する。

◆成績評価の方法◆

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。

レポートの提出、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/日本音楽スタジオ協会

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-227 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

音響制作研究Ⅳ

藤田　厚生

◆授業目標◆

映像を含んだ音楽作品を作り上げるための知識を得る。

◆授業内容・計画◆

１、座学：音楽作品制作ための基礎技術
２、2-1,座学：デジタルオーディオの基礎
３、2-2,座学：デジタルオーディオ機器
４、2-3,実習：デジタルオーディオ機器の試聴
５、3-1,実習：録音機材の取り扱い(編集の基礎)
６、3-2,実習：録音機材の取り扱い(編集の応用)
７、4-1:座学：エフェクタ技術
８、4-2,実習：作品作成のためのMixDownの基礎技術（２ch）
９、4-3,実習：作品作成のためのMixDownの基礎技術（Suround）
１０、4-4,実習：作品作成のためのMixDownの基礎技術（試聴）
１１、4-5,実習：作品作成（CDとして完成させます）
１２、5-1,実習：映像を含んだ作品の制作・基礎知識
１３、5-2,実習：映像を含んだ作品の制作・応用
１４、作品の試聴
１５、まとめと評価
その他
・音楽制作現場(録音スタジオ,テレビスタジオ等）の見学
・実習：他学科の演奏・発表の場を利用した録音等

◆準備学習の内容◆

日頃から、常に音に関心を持ち、各自の研究のテーマや授業に役立てるように心がける。疑問があれば、積極的に質問する。

◆成績評価の方法◆

実習等でスタジオを使用し、授業内容によっては3～4コマ以上必要な場合があるので、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。

レポート提出、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/日本音楽スタジオ協会

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-209 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 4単位

備考

音楽療法特別研究Ⅲ

蔭山　真美子

◆授業目標◆

児童、高齢者、精神科、一般医療いずれかの臨床現場で、単なる見学ではなく、１年をとおしてセッションに参加させていただくか、学生自身
がセッションを運営するなどして、実際の治療プロセスを体験する。そのなかで臨床現場の厳しさや難しさを知るとともに、対象者の査定、治
療目標の設定、治療計画の立案、セッションの実施、記録、評価などについて学ぶ。

◆授業内容・計画◆

１．児童領域、高齢者領域、精神科領域、一般医療領域のいずれかにおいて、実際の治療プロセスに参加させていただく。
２．その体験をもとに、毎回報告書を作成する。
３．授業では、上記の内容を報告し、「対象者の見方」、「音楽療法の目的と意味」、「音楽の使われ方」、「セラピストの関わり方」、「対象者の
反応」、「記録の取り方」、「セラピーの評価法」、「その他の配慮事項」などについて、互いに討論しながら学んでいく。

（1）オリエンテーション（実習の心得・注意点の確認、施設に関する説明）
（2）実習スケジュールの作成
（3）実習の報告と討論（児童関連施設A）
（4）実習の報告と討論（高齢者関連施設A）
（5）実習の報告と討論（精神科関連施設A）
（6）実習の報告と討論（その他の施設A）
（7）実習の報告と討論（児童関連施設B）
（8）実習の報告と討論（高齢者関連施設B）
（9）実習の報告と討論（精神科関連施設B）
（10）実習の報告と討論（その他の施設B）
（11）実習の報告と討論（児童関連施設C）
（12）実習の報告と討論（高齢者関連施設C）
（13）実習の報告と討論（精神科関連施設C）
（14）実習の報告と討論（その他の施設C）
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回、臨床現場の実習報告書を作成する

◆成績評価の方法◆

見学・実習に際しては、マナーを守りながら真摯に取り組む
授業では活発な討論を期待する

見学・実習に関する報告書の作成とそのプレゼンテーション内容、および毎回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）◆

特に設定しない

◆参考図書◆

必要に応じてその都度呈示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-209 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 4単位

備考

音楽療法特別研究Ⅲ

阪上　正巳

◆授業目標◆

児童、高齢者、精神科、一般医療いずれかの臨床現場で、単なる見学ではなく、１年をとおしてセッションに参加させていただくか、学生自身
がセッションを運営するなどして、実際の治療プロセスを体験する。そのなかで臨床現場の厳しさや難しさを知るとともに、対象者の査定、治
療目標の設定、治療計画の立案、セッションの実施、記録、評価などについて学ぶ。

◆授業内容・計画◆

１．児童領域、高齢者領域、精神科領域、一般医療領域のいずれかにおいて、実際の治療プロセスに参加させていただく。
２．その体験をもとに、毎回報告書を作成する。
３．授業では、上記の内容を報告し、「対象者の見方」、「音楽療法の目的と意味」、「音楽の使われ方」、「セラピストの関わり方」、「対象者の
反応」、「記録の取り方」、「セラピーの評価法」、「その他の配慮事項」などについて、互いに討論しながら学んでいく。

（1）オリエンテーション（実習の心得・注意点の確認、施設に関する説明）
（2）実習スケジュールの作成
（3）実習の報告と討論（児童関連施設A）
（4）実習の報告と討論（高齢者関連施設A）
（5）実習の報告と討論（精神科関連施設A）
（6）実習の報告と討論（その他の施設A）
（7）実習の報告と討論（児童関連施設B）
（8）実習の報告と討論（高齢者関連施設B）
（9）実習の報告と討論（精神科関連施設B）
（10）実習の報告と討論（その他の施設B）
（11）実習の報告と討論（児童関連施設C）
（12）実習の報告と討論（高齢者関連施設C）
（13）実習の報告と討論（精神科関連施設C）
（14）実習の報告と討論（その他の施設C）
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回、臨床現場の実習報告書を作成する

◆成績評価の方法◆

見学・実習に際しては、マナーを守りながら真摯に取り組む
授業では活発な討論を期待する

見学・実習に関する報告書の作成とそのプレゼンテーション内容、および毎回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）◆

特に設定しない

◆参考図書◆

必要に応じてその都度呈示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-209 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 4単位

備考

音楽療法特別研究Ⅳ

蔭山　真美子

◆授業目標◆

前期に引き続き、児童領域、高齢者領域、精神科領域のいずれかの現場で、セッションに参加させていただくか、学生自身がセッションを運
営するなどして、実際の治療プロセスを体験する。そのなかで臨床現場の厳しさや難しさを知るとともに、対象者の査定、治療目標の設定、
治療計画の立案、セッションの実施、記録、評価などについて学ぶ。

◆授業内容・計画◆

前期に引き続き、
１．児童領域、高齢者領域、精神科領域、一般医療領域のいずれかにおいて、実際の治療プロセスに参加させていただく。
２．その体験をもとに、毎回報告書を作成する。
３．授業では、上記の内容を報告し、「対象者の見方」、「音楽療法の目的と意味」、「音楽の使われ方」、「セラピストの関わり方」、「対象者の
反応」、「記録の取り方」、「セラピーの評価法」、「その他の配慮事項」などについて、互いに討論しながら学んでいく。

（1）オリエンテーション（見学・実習の心得・注意点の確認、施設に関する説明）
（2）見学・実習の報告と討論（児童関連施設D）
（3）見学・実習の報告と討論（高齢者関連施設D）
（4）見学・実習の報告と討論（精神科関連施設D）
（5）見学・実習の報告と討論（その他の施設D）
（6）見学・実習の報告と討論（児童関連施設E）
（7）見学・実習の報告と討論（高齢者関連施設E）
（8）見学・実習の報告と討論（精神科関連施設E）
（9）見学・実習の報告と討論（その他の施設E）
（10）見学・実習の報告と討論（児童関連施設F）
（11）見学・実習の報告と討論（高齢者関連施設F）
（12）見学・実習の報告と討論（精神科関連施設F）
（13）見学・実習の報告と討論（その他の施設F）
（14）見学・実習に関する総合討論
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回、臨床現場の実習報告書を作成する

◆成績評価の方法◆

見学・実習に際しては、マナーを守りながら真摯に取り組む
授業では活発な討論を期待する

見学・実習に関する報告書の作成とそのプレゼンテーション内容、および毎回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）◆

特に設定しない

◆参考図書◆

必要に応じてその都度呈示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-209 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 4単位

備考

音楽療法特別研究Ⅳ

阪上　正巳

◆授業目標◆

前期に引き続き、児童領域、高齢者領域、精神科領域のいずれかの現場で、セッションに参加させていただくか、学生自身がセッションを運
営するなどして、実際の治療プロセスを体験する。そのなかで臨床現場の厳しさや難しさを知るとともに、対象者の査定、治療目標の設定、
治療計画の立案、セッションの実施、記録、評価などについて学ぶ。

◆授業内容・計画◆

前期に引き続き、
１．児童領域、高齢者領域、精神科領域、一般医療領域のいずれかにおいて、実際の治療プロセスに参加させていただく。
２．その体験をもとに、毎回報告書を作成する。
３．授業では、上記の内容を報告し、「対象者の見方」、「音楽療法の目的と意味」、「音楽の使われ方」、「セラピストの関わり方」、「対象者の
反応」、「記録の取り方」、「セラピーの評価法」、「その他の配慮事項」などについて、互いに討論しながら学んでいく。

（1）オリエンテーション（見学・実習の心得・注意点の確認、施設に関する説明）
（2）見学・実習の報告と討論（児童関連施設D）
（3）見学・実習の報告と討論（高齢者関連施設D）
（4）見学・実習の報告と討論（精神科関連施設D）
（5）見学・実習の報告と討論（その他の施設D）
（6）見学・実習の報告と討論（児童関連施設E）
（7）見学・実習の報告と討論（高齢者関連施設E）
（8）見学・実習の報告と討論（精神科関連施設E）
（9）見学・実習の報告と討論（その他の施設E）
（10）見学・実習の報告と討論（児童関連施設F）
（11）見学・実習の報告と討論（高齢者関連施設F）
（12）見学・実習の報告と討論（精神科関連施設F）
（13）見学・実習の報告と討論（その他の施設F）
（14）見学・実習に関する総合討論
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回、臨床現場の実習報告書を作成する

◆成績評価の方法◆

見学・実習に際しては、マナーを守りながら真摯に取り組む
授業では活発な討論を期待する

見学・実習に関する報告書の作成とそのプレゼンテーション内容、および毎回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）◆

特に設定しない

◆参考図書◆

必要に応じてその都度呈示する

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 3-302 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

音楽教育課題研究Ⅰ

塩原　麻里

◆授業目標◆

（１）音楽教育学に関する基本的な事項を理解する。（２）音楽教育学における研究についてその範囲や方法について理解する。（３）各自の
研究課題を設定して資料収集を行う。（４）自分の研究課題に適切な研究メソッドを開発する。

◆授業内容・計画◆

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

◆準備学習の内容◆

各自の研究課題に則って文献や関連資料を収集し、内容を読み込んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

これからの一年で課題研究をまとめるために、各自が明確な研究課題を持ち、そのテーマについて熟考していることが必要である。

課題研究への取り組みと、課題発表の内容や成果により、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料等を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 3-302 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

音楽教育課題研究Ⅱ

塩原　麻里

◆授業目標◆

（１）音楽教育学における理論研究と実践研究について理解する。（２）理論とフィールドワークの関連について理解する。（３）研究を自立して
行うことができる。（４）課題研究を完成させる。

◆授業内容・計画◆

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

自分の研究テーマの特質に合わせて準備を万全に整え、ゆとりを持って課題研究を完成させること。

課題研究への取り組みと、研究の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-21 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

CCL661N

吹奏楽課題研究Ⅰ

中橋　愛生

◆授業目標◆

吹奏楽編成への作編曲に必要な基礎的な知識および技術を習得する。

◆授業内容・計画◆

　１）ガイダンス
　２）吹奏楽編成の決定１（歴史と世界）
　３）吹奏楽編成の決定２（現代日本）
　４）木管アンサンブル・概要
　５）木管アンサンブル・演習
　６）金管アンサンブル・概要
　７）金管アンサンブル・演習
　８）対位法的楽曲の吹奏楽編曲・概要
　９）対位法的楽曲の吹奏楽編曲・演習
１０）四声体のスコアリング１（概要／木管）
１１）四声体のスコアリング２（金管／総奏）
１２）アーティキュレーション考察／パート譜作成法
１３）教育用レパートリーの作編曲・概要
１４）吹奏楽コンクール課題曲への考察
１５）まとめと評価

講義形式の回（主として「概要」とされている回）と、学生が実際に楽譜を書くなどの実習を伴う回（主として「演習」とされている回）がある。

◆準備学習の内容◆

授業時間内での実習が不十分だった場合、自宅で完遂させること。

◆成績評価の方法◆

24段から32段程度五線紙を用意すること。
パソコンを使用しても構わない。

各演習回の取り組み内容、および作品提出による。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配布する。

◆参考図書◆

『バンドのための編曲法』フランク・エリクソン 著、伊藤康英 訳（東亜音楽社）
『コンテンポラリー・アレンジャー 』ドン・セベスキー 著、林雅諺ほか 訳（ATN）
『コンプリート・アレンジャー 』サミー・ネスティコ 著、 三上クニ 訳（ATN）
『新版吹奏楽講座5 編曲の基本と応用』（音楽之友社）
『カラー図解 楽器から見る吹奏楽の世界』佐伯茂樹著（河出書房新社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 2-21 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

CCL662N

吹奏楽課題研究Ⅱ

中橋　愛生

◆授業目標◆

吹奏楽指導の現場において必要となる、実際的な各種の編曲能力を習得する。

◆授業内容・計画◆

　１）マーチ概論
　２）校歌など団体歌の吹奏楽編曲・概要
　３）校歌など団体歌の吹奏楽編曲・演習
　４）管弦楽作品の吹奏楽編曲・概要
　５）管弦楽作品の吹奏楽編曲・演習
　６）ピアノ曲の吹奏楽編曲・概要
　７）ピアノ曲の吹奏楽編曲・演習
　８）ポップスの吹奏楽編曲・概要
　９）ポップスの吹奏楽編曲・演習
１０）吹奏楽と英国式金管バンド、ファンファーレオルケスト（歴史、日本の小学校）
１１）吹奏楽と英国式金管バンド、ファンファーレオルケスト（レパートリー互換）
１２）フレキシブルアンサンブル・概要
１３）フレキシブルアンサンブル・演習１（既存スコアからのリアリゼーション）
１４）フレキシブルアンサンブル・演習２（スコア作成）
１５）まとめと評価

講義形式の回（主として「概要」とされている回）と、学生が実際に楽譜を書くなどの実習を伴う回（主として「演習」とされている回）がある。

◆準備学習の内容◆

編曲の題材となる楽曲を各自で探しておくこと。
授業時間内での実習が不十分だった場合、自宅で完遂させること。

◆成績評価の方法◆

24段から32段程度五線紙を用意すること。
パソコンを使用しても構わない。

各実習回の取り組み内容、および作品提出による。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配布する。

◆参考図書◆

『バンドのための編曲法』フランク・エリクソン 著、伊藤康英 訳（東亜音楽社）
『コンテンポラリー・アレンジャー 』ドン・セベスキー 著、林雅諺ほか 訳（ATN）
『コンプリート・アレンジャー 』サミー・ネスティコ 著、 三上クニ 訳（ATN）
『新版吹奏楽講座5 編曲の基本と応用』（音楽之友社）
『カラー図解 楽器から見る吹奏楽の世界』佐伯茂樹著（河出書房新社）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

CCL665N

学校教育課題研究Ⅰ

山本　幸正

◆授業目標◆

３年次の「学校教育指導研究ⅠⅡ」を踏まえ、音楽科教育の実践に関する諸問題の中から課題として設定し、その改善・解決について具体
的に検討し、教材研究・教材開発、題材指導計画の工夫、年間指導計画の作成、指導実践（模擬授業等）等を適宜行い、その分析を通して
具体的な課題追求を図るとともに、研究の全体像を見通し、研究計画を立て、課題研究のプレ報告書及び要旨を適切に作成することができ
る。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション、音楽科教育における実践上の課題
第２回  研究内容の検討、研究領域と研究テーマ
第３回  研究テーマの吟味、テーマの提出
第４回  研究テーマ設定①　研究におけるキーワード
第５回  研究テーマ設定②　テーマ設定理由の構成
第６回  実践研究の準備①　教材研究
第７回  実践研究の準備②　題材指導計画の作成
第８回  実践研究（模擬授業）①表現領域
第９回  実践研究（模擬授業）②鑑賞領域
第10回  実践の分析
第11回  実践報告の構成
第12回  実践報告の作成
第13回  実践報告の作成と提出
第14回  実践報告会の実施と振返り
第15回  まとめと「課題研究Ⅱ」の準備

◆準備学習の内容◆

１  課題研究のテーマに基づき、序論、本論各章、結論の作成を計画的に行うとともに、前回の添削を改善しデータの形で提出する。
２  課題研究のテーマに基づき、図書館他で文献を検索、閲覧、読破し、必要な部分を入力する。

◆成績評価の方法◆

１  随時LiveCampusの「教員連絡」に注意を払い、@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこ
と。
２　毎回の授業には、ＵＳＢメモリ等により最新のデータを持参し添削を受けること。
３　データは必ず２箇所以上に保存するなどして、破損や消滅を回避するよう努めること。
４　研究テーマは途中で変更しないこと。

レポートとして、実践報告（研究テーマ設定の理由・題材指導計画・実践分析）をまとめ提出する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「音楽科教育法」に準じる。

◆参考図書◆

『「超」文章法』野口由紀雄（中公新書）
『理科系の作文技術』木下是雄（中公新書）
『文章は接続詞で決まる』石黒圭（光文社信書）
『新編日本語誤用・慣用小辞典』国広哲弥（講談社現代新書）
『音楽教育を読む』野村幸治・中山裕一郎編（音楽之友社）
『療法的音楽活動のすすめ』丸山忠璋（春秋社）
『脳は出会いで育つ』小泉英明（青灯社）
『原初生命体としての人間』野口三千三（岩波現代文庫）
『倍音　音・ことば・身体の文化誌』中村明一(春秋社）
『よくわかる授業論』田中耕治編（ミネルヴァ書房）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

CCL666N

学校教育課題研究Ⅱ

山本　幸正

◆授業目標◆

「学校教育課題研究Ⅰ」を踏まえ、音楽科教育の実践上の課題に対する改善・解決の具体案とその理由を提示し、教材研究・教材開発、題
材指導計画、年間指導計画等の修正・改善、指導実践（模擬授業等）の改善・充実を図り、実践の裏付けとなる原則や知見について調べ、
実践の補強を図ることができるとともに、執筆要領を理解し、研究報告書または論文及び要旨の作成を行うことができる。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション、研究報告書執筆要領の確認
第２回  研究報告書・論文の内容
第３回  研究報告書・論文の構成
第４回  実践研究の準備（題材指導計画等の作成・改善）
第５回  実践研究（模擬授業等）
第６回  報告書に掲載する教材及び教材研究、題材指導計画、年間指導計画等の充実と見直し
第７回  実践の裏付けとなる原則や知見
第８回  引用の仕方
第９回  研究全体の見直し
第10回  研究報告書・論文の添削
第11回  研究報告書・論文の修正と練り上げ
第12回  研究報告書・論文と要旨の作成
第13回  研究報告書・論文、要旨のクラス内提出
第14回  研究報告書・論文、要旨の最終提出・研究報告会の準備
第15回  研究報告会の実施と研究内容の交流

◆準備学習の内容◆

１　課題研究のテーマに基づき、序論、本論各章、結論の作成を計画的に行うとともに、前回の添削を改善しデータの形で提出する。
２　課題研究のテーマに基づき、図書館他で文献を検索、閲覧、読破し、必要な部分を入力する。

◆成績評価の方法◆

研究の充実度、研究の適切さ、研究の新しさ、研究報告書のレイアウト、研究報告書のボリューム、研究の態度について総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

『「超」文章法』野口由紀雄（中公新書）
『理科系の作文技術』木下是雄（中公新書）
『文章は接続詞で決まる』石黒圭（光文社信書）
『新編日本語誤用・慣用小辞典』国広哲弥（講談社現代新書）
『音楽教育を読む』野村幸治・中山裕一郎編（音楽之友社）
『療法的音楽活動のすすめ』丸山忠璋（春秋社）
『脳は出会いで育つ』小泉英明（青灯社）
『原初生命体としての人間』野口三千三（岩波現代文庫）
『倍音  音・ことば・身体の文化誌』中村明一(春秋社）
『よくわかる授業論』田中耕治編（ミネルヴァ書房）

◆留意事項◆



１  随時LiveCampusの「教員連絡」に注意を払い、@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこ
と。
２　毎回の授業には、可能ならばパソコンを持参し、併せてＵＳＢメモリ等により最新のデータも持参し添削を受けること。
３　データは必ず２箇所以上に保存するなどして、破損や消滅を回避するよう努めること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

CCS671N

リトミック課題研究Ⅰ

※旧カリキュラム生登録用

井上　恵理

◆授業目標◆

音楽を感じる自分の心と音楽感じる自分のからだを育てる。
そのために、ダルクローズの独自のアプローチである「プラスティックアニメ」の方法を学び、研究、実践する
　また、ソロ、デュオ、グループでの即興音楽表現と即興身体表現を学び、ノンバーバルなコミュニケーション能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス
第2回　音楽と一体となるためのボディートレーニング
第3回　空間を認識したボディートレーニング
第4回　即興音楽表現と即興身体表現（１）ことばからのイメージ
第5回　即興音楽表現と即興身体表現（２）映像からのイメージ
第6回　「自分」を表現する
第7回　様々な視覚表現、身体表現の映像鑑賞
第8回　プラスティックアニメの作品鑑賞
第9回　関連文献からの考察
第10回　プラスティックアニメの作品創作（１）レパートリー研究
第11回　プラスティックアニメの作品創作（２）即興的に動く
第12回　プラスティックアニメの作品創作（３）分析
第13回　プラスティックアニメの作品創作（４）グループと空間
第14回　プラスティックアニメの作品創作（５）舞台構成
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

関連領域の資料や文献を積極的に購読すること。
グループ創作については、積極的、自主的にグループで準備、復習することを望む。
音楽を鑑賞、楽器演奏するときに、授業で学んだ体験をリンクさせる。
自分自身の音楽のレパートリーを広げる。

◆成績評価の方法◆

全身運動ができる服装で参加すること

授業への取り組み状況、課題発表会から総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「リズム・音楽・教育」E.J＝ダルクローズ（全音楽譜出版社）

◆参考図書◆

「リトミック・芸術と教育」E.J＝ダルクローズ
「エミール・ジャック＝ダルクローズ」フランク・マルタン他（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）
「20世紀の舞踊」神澤和夫（未来社）
「21世紀への舞踊」神沢和夫（大修館）
「ダンスの20世紀」市川雅（新書館）
「身ぶりと音楽」藤井知昭監修（東京書籍）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

CCS672N

リトミック課題研究Ⅱ

※旧カリキュラム生登録用

井上　恵理

◆授業目標◆

課題研究Ⅰに引き続き、即興もふくめた、プラスティックアニメの実践、研究をする。課題研究Ⅱでは照明を活用する空間での舞台発表を設
定して、音楽作品を光や色との関係で考えていく力と感性も育てる。動きをイメージしながら聴く音楽作品のレパートリーを増やす。個々の感
性や考察を大切にしながら、グループディスカッション、グループワークを
積み重ね、ダルクローズの創造的な空間である舞台を創り上げていく。舞台スタッフのマネージメント、プログラム制作、展示発表（空間構
成）の方法も同時に学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第1回　Ⅰのふりかえりと課題発表
第2回　演奏発表会にむけた舞台創作（演出、照明、衣装）　導入
第3回　演奏発表会に向けた舞台創作（演出、照明、衣装）　展開
第4回　発表後のふりかえり
第5回　音楽と光の関連について考える（照明）
第6回　即興演奏（１）動きをひきだす即興演奏
第7回　即興演奏（２）動きのための即興演奏
第8回　即興演奏（３）いろいろな即興表現
第9回　舞台発表の時間構成、空間構成の可能性
第10回プラスティックアニメのレパートリー研究（１）様式
第11回プラスティックアニメのレパートリー研究（２）楽器編成
第12回プラスティックアニメの作品創作（１）導入
第13回プラスティックアニメの作品創作（２）展開
第14回プラスティックアニメの作品創作（３）まとめ
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

グループワークの創作については、自主的、積極的な事前準備を望む。

◆成績評価の方法◆

全身運動ができる服素で参加すること

授業への取り組み状況、課題発表から総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「リズム・音楽・教育」E.J＝ダルクローズ（全音楽出版社）

◆参考図書◆

「リトミック・芸術と教育」E.J＝ダルクローズ
「エミール・ジャック＝ダルクローズ」フランク・マルタン他（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）
「20世紀の舞踊」神澤和夫（未来社）
「21世紀への舞踊」神沢和夫（大修館）
「ダンスの20世紀」市川雅（新書館）
「身ぶりと音楽」藤井知昭監修（東京書籍）

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

リトミック指導研究Ⅲ

中明　佳代

◆授業目標◆

音楽の感性を高め、情緒豊かな人間を育てるダルクローズ・リトミックの指導法について学んでいく。リトミックの目的、指導内容、指導案、指
導方法について、文献や実際の映像、ディスカッション等を通して検証、考察する。また、様々な年齢を対象にした模擬授業を積極的に行
い、実際の指導に必要な能力や技術を養っていく。

◆授業内容・計画◆

1.ガイダンス
2.ダルクローズ・リトミックに関するディスカッション
3.リトミックの指導法に関するディスカッション
4.動きのためのピアノ即興と指導例の検証（1）歩行
5.動きのためのピアノ即興と指導例の検証（2）基礎リズム
6.動きのためのピアノ即興と指導例の検証（3）音階
7.動きのためのピアノ即興と指導例の検証（4）リズムパターン
8.指導案作り
9.模擬授業　ディスカッション（1）基礎リズム
10.模擬授業　ディスカッション（2）リズムパターン
11.模擬授業　ディスカッション（3）拍子
12.模擬授業　ディスカッション（4）フレーズ
13.模擬授業　ディスカッション（5）アナクルシス・クルシス・メタクルシス
14.模擬授業　ディスカッション（6）ニュアンス
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

文献講読、課題発表、模擬授業などの準備をしてくること。

◆成績評価の方法◆

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、課題発表、模擬授業、レポート、定期試験などの内容から総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で随時紹介する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

リトミック指導研究Ⅳ

中明　佳代

◆授業目標◆

前期に引き続き、ダルクローズ・リトミックの指導法についてより深く学んでいく。ダルクローズの文献講読やディスカッションを通してリトミック
の知識をさらに深め、模擬授業を通して実践的な力を身につける。また各自が卒業後のリトミックとの関わり方を考え、それに必要な課題を
それぞれ見つけ、探求していく。

◆授業内容・計画◆

1.ダルクローズの文献講読とディスカッション（1）ダルクローズ・リトミック
2.ダルクローズの文献講読とディスカッション（1）ダルクローズ・ソルフェージュ
3.指導のためのピアノ即興（1）スキップ・ギャロップ
4.指導のためのピアノ即興（2）拍子
5.指導のためのピアノ即興（3）バイナリービート・ターナリ―ビート
6.模擬授業　ディスカッション（1）ターナリ―ビート
7.模擬授業　ディスカッション（2）補足リズム
8.模擬授業　ディスカッション（3）休符
9.模擬授業　ディスカッション（4）ニュアンス
10.模擬授業　ディスカッション（5）ダイナミクス
11.模擬授業　ディスカッション（6）ダルクローズ・ソルフェージュ
12.模擬授業　ディスカッション（7）フレーズ
13.模擬授業　ディスカッション（8）シンコペーション
14.模擬授業　ディスカッション（9）ハーモニー
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

文献講読、課題発表、模擬授業などの準備をしてくること。

◆成績評価の方法◆

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、課題発表、模擬授業、レポート、定期試験などの内容から総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で随時紹介する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

合唱指導課題研究Ⅰ

花井　哲郎

◆授業目標◆

バロックの合唱音楽を学びながら、合唱指導の方法を実践的に習得する

◆授業内容・計画◆

バロックの時代の宗教音楽が、当時どのように演奏されていたかということを知ることによって、演奏と指導の手がかりを探る。歌詞の意味、
発音、教会暦の中での位置付け、声楽技法、編成、器楽アンサンブルとの関連、装飾法、演奏の場、などに多角的にアプローチして、作品の
本来の姿を理解する。そして特に現代の合唱団でこのようなレパートリーをとり上げる際の問題点について議論、実際の指導に当たってい必
要な準備作業を学び名鱈、各自選択した合唱作品を実際に指揮しながら指導法を習得する。
選択科目などで指揮法と声楽をできる限り習得することが望ましい。

第1回　バッハのフーガを素材に、多声音楽を聞く耳を養う
第2回　バッハの宗教音楽
第3回　フランス・バロックの音楽概説
第4回　シャルパンティエの音楽概説
第5回　シャルパンティエの合唱作品のスコアリーディング
第6回　シャルパンティエの合唱作品を歌ってみる
第7回　シャルパンティエの合唱作品を歌いながら指揮をする練習
第8回　シャルパンティエの合唱作品の歌詞の表現を考えながら合唱練習
第9回　後期で扱う様々な合唱音楽についてディスカッション
第10回　各自選んだ作品を皆で合唱（曲に親しむ）
第11回　各自選んだ作品を皆で合唱（歌詞を付けて）
第12回　各自選んだ作品をそれぞれ指揮して練習
第13回　各自選んだ作品を表現を考えながら練習
第14回　合唱団運営・指導法の手順
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

スコアをピアノで弾けるように練習する。すべてのパートを歌えるようにする。音楽的にどのように仕上げるか、実際の合唱練習をどのように
行うかあらかじめ十分に練っておく。関連する曲の音源を楽譜を見ながら聴く。

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み状況、授業内での発表

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-028 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

合唱指導課題研究Ⅱ

花井　哲郎

◆授業目標◆

実際に合唱団を組織・指導し、合唱音楽の演奏会を行うことで、合唱指導の経験を深める

◆授業内容・計画◆

前期に研究した演奏法、指揮法をふまえて、各自が選んだひとつの作品について授業内で実際に合唱団を指導し、曲を仕上げていくことに
より、実践的な実力を身につけられるようにする。合唱団の立ち上げから始め、合唱団運営、スコアリーディングや指揮法など、合唱団指導
にあたって必要な技術を実践的に習得する。

第1回　扱う曲の選定、合唱団組織について
第2回　扱う曲の分析
第3回　指揮練習
第4回　合唱指導１：譜読み
第5回　合唱指導２：音程に注意した練習
第6回　合唱指導３：リズムに留意した練習
第7回　合唱指導４：言葉と旋律の関連
第8回　合唱指導５：言葉の表現
第9回　中間評価、この後の課題についてディスカッション
第10回　合唱指導６：合唱団としての響きを作る
第11回　合唱指導７：合唱団員を自発的歌唱へと誘う練習
第12回　合唱指導８：「歌う喜び」のポイントを探る
第13回　合唱指導９：最終調整、歌い込み
第14回　ゲネプロ
第15回　合唱指導実技試験

◆準備学習の内容◆

指導する曲を十分に理解し、その背景を調べ、指導の度に改善するべき課題を自らと合唱団に課せるようにし、繰り返し練習することで指揮
の技術を高める。

◆成績評価の方法◆

授業内での取り組み状況と模擬指導実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

授業で配付

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-030 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

CCL677N

幼児音楽課題研究Ⅰ

神原　雅之

◆授業目標◆

オリジナルな音楽劇の創作を行う。創作活動を通して、幼児の音楽活動を支える音楽教材の適性と方法について実践的に考える。

◆授業内容・計画◆

各講は、学生のプレゼンテーションを中心に進める。
その後、全員で討議を行う。
授業計画は次の通り。

1）色紙を用いたうた
2）身近な手具で遊ぶうた
3）数字のうた
4）乗り物のうた
5）動物のうた
6）言葉遊びのうた、しぐさのうた
7）シナリオ作り（１）絵本から
8）シナリオ作り（２）民話から
9）シナリオ作り（３）昔話から
10）シナリオ作り（４）創作話から
11）シナリオの創作
12）旋律作り（1）モチーフを作る
13）旋律作り（2）モチーフの発展
14）伴奏付け
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

グループで学習（創作活動）を進めるが、各講で取り扱う課題について、事前に準備を行い、授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

時間厳守。

授業への積極的な参加、プレゼンテーションやレジメの成果を総合的に吟味して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業中に逐次紹介する。

◆参考図書◆

授業中に逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

CCL677N

幼児音楽課題研究Ⅰ

伊藤　仁美

◆授業目標◆

幼児向けの音楽教育映像作品を制作する。幼児の音楽的発達に配慮しながら、幼児と保護者が視聴する際、好印象に受けとめられる作品
づくりを目指す。

◆授業内容・計画◆

1.ガイダンス
2．幼児向け音楽教育番組のこれまで１（国内編）－なかよしリズム～うたってあそぼ
3．幼児向け音楽教育番組のこれまで２（国内編）－おかあさんといっしょ
4．幼児向け音楽教育番組のこれまで３（外国編）
5．様々な幼児向け音楽教育番組の視聴１－おかあさんといっしょ
6．様々な幼児向け音楽教育番組の視聴２－セサミストリート
7．様々な幼児向け音楽教育番組の視聴３－こどもチャレンジ
8．レポートのテーマ設定
9．レポートに必要な資料収集－国内外の幼児向け音楽教育番組を中心に
10．レポートに必要な資料収集－先行研究などの文献を中心に
11．授業内レポート課題発表１－国内外の幼児向け音楽教育番組に関するもの
12．授業内レポート課題発表２－文献調査に関するもの
13．幼児向け音楽教育番組における音楽の取り扱い１－効果的な音楽の挿入とは
14．幼児向け音楽教育番組における音楽の取り扱い２－番組に相応しい音楽の選曲とは
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

映像作品の制作はグループで行うので、毎回の授業前に各自打ち合わせをして、のぞむこと。

◆成績評価の方法◆

遅刻、欠席は大幅な減点とする。

授業への参加、意欲、関心、態度と映像作品の仕上がり等、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で、指示する。

◆参考図書◆

授業内で、指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 N-030 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

CCL678N

幼児音楽課題研究Ⅱ

神原　雅之

◆授業目標◆

オリジナルな音楽劇の創作を行う。創作活動を通して、幼児の音楽活動を支える音楽教材の適性と方法について考える。

◆授業内容・計画◆

前期に引き続いて音楽劇の創作を行う。
学生一人ひとりの役割分担に従って、各自が創作した内容についてプレゼンテーションを行い、討議する。
機会が得られたら、幼児を対象として試演会も行いたい。

1）シナリオ朗読
2）シナリオ本読み
3）動きをつけて朗読
4）動きをつけて本読み
5）通し稽古、小道具作り
6）通し稽古、大道具作り
7）通し稽古、道具仕上げ
8）試演会：ゼミ内
9）通し稽古：ことばと表情に留意
10）通し稽古：動きと表情に留意
11）通し稽古：総合的にみて
12）試演会：幼児対象
13）通し稽古、報告書作成
14）通し稽古、要旨作成
15）まとめ

最終的に「課題研究レポート」の提出が必須である。
様式は次の通り。
A4版（40文字×35行、5枚以上）、
併せてレジメ（40文字×35行、２枚）を提出すること。
提出時期は12月（詳細は後日連絡する）。

◆準備学習の内容◆

次週の課題について各自事前に準備を行い授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

・幼児音楽指導者コース修了のためには、課題研究レポートを
　提出することが必須である。
・時間厳守。出席重視。

授業への参加態度、プレゼンテーション、最終レポートの成果を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業中に逐次紹介する。

◆参考図書◆

授業中に逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

CCL678N

幼児音楽課題研究Ⅱ

伊藤　仁美

◆授業目標◆

幼児向けの音楽教育映像作品を制作する。幼児の音楽的発達に配慮しながら、幼児と保護者が視聴する際、好印象に受けとめられる作品
づくりを目指す。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス
2．幼児向け音楽教育番組がもたらす影響とは
3．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（前編）－企画・構成
4．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（前編）－台本
5．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（前編）－楽曲
6．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（前編）－衣装
7．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（前編）－小道具
3．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（前編）－前編の試作完成
9．中間発表
10．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（後編）－台本校正
11．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（後編）－ジングル、効果音楽
12．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（後編）－衣装
13．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（後編）－大道具
14．独自の幼児向け音楽教育映像作品の制作（後編）－後編の試作完成
15．まとめおよび作品視聴会

◆準備学習の内容◆

映像作品の制作はグループで行うので、毎回の授業前に各自打ち合わせをして、のぞむこと。

◆成績評価の方法◆

遅刻、欠席は大幅な減点とする。

授業への参加、意欲、関心、態度と映像作品の仕上がり等、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で、指示する。

◆参考図書◆

授業内で、指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

幼児教育課題研究Ⅰ

林　浩子

◆授業目標◆

３年次の幼児教育研究の授業等を踏まえ、自ら研究テーマを決め、観察等によって自分の目で確かめ、そのデータを処理することを通して、
保育観あるいは子ども観を養うことができる。

◆授業内容・計画◆

幼児教育コースの課題研究では、「論文」を提出する。「論文」は、所定の書式にしたがって作成する。個人研究を基本とする。ただし、フィー
ルド調査をはじめグループで行うことのメリットが生かせるような研究であれば、共同研究を行うことを認める。この場合、１グループは最大３
名とし、共同研究者全員で１つの論文を分担執筆して作成し、提出する。昨年の12月に発表したゼミの振り分けにもとづき、各指導教員の指
示にしたがって目標に向かって進めてほしい。
第１回　　ゼミごとのオリエンテーション
第２回　　研究テーマの設定の仕方について学ぶ
第３回　　多様な研究方法について学ぶ：自然観察法
第４回　　多様な研究方法について学ぶ：参与観察法
第５回　　多様な研究方法について学ぶ：実験的観察法
第６回　　論文検索の仕方を学ぶ
第７回　　論文検索の実践
第８回　　論文の構成を学ぶ
第９回　　先行研究の読み方を学ぶ
第１０回　先行研究のまとめ方を学ぶ
第１１回　研究テーマの検討
第１２回　研究テーマの発表
第１３回　中間発表に向けての準備
第１４回　第１回中間発表
第１５回　前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

幼児教育専攻の卒業研究と並行して論文を作成しなければならない。そのため、早めの課題設定、研究の遂行が求められる。ていねいな先
行研究の調査が必要であることから、文献検索をこまめに行い、読んだ論文を要約したものを、ゼミの時間に持参するようにしてほしい。

◆成績評価の方法◆

幼児教育専攻の学生の場合は、卒業の必修科目である専門ゼミ（卒業研究）と平行して課題研究を進めなければならないことから、はやめ
の準備、はやめのデータ収集を心がけてほしい。

討議への参加状況と中間発表で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

大野木裕明・中沢潤　『心理学マニュアル：研究法レッスン』　北大路書房
後藤宗明・大野木裕明・中沢潤　『心理学マニュアル：要因計画法』　北大路書房
中沢潤・大野木裕明・南博文　『心理学マニュアル：観察法』　北大路書房
杉本敏夫　『心理学のためのレポート・卒業論文の書き方」　サイエンス社

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

幼児教育課題研究Ⅰ

古川　聡

◆授業目標◆

３年次の幼児教育研究の授業等を踏まえ、自ら研究テーマを決め、観察等によって自分の目で確かめ、そのデータを処理することを通して、
保育観あるいは子ども観を養うことができる。

◆授業内容・計画◆

幼児教育コースの課題研究では、「論文」を提出する。「論文」は、所定の書式にしたがって作成する。個人研究を基本とする。ただし、フィー
ルド調査をはじめグループで行うことのメリットが生かせるような研究であれば、共同研究を行うことを認める。この場合、１グループは最大３
名とし、共同研究者全員で１つの論文を分担執筆して作成し、提出する。昨年の12月に発表したゼミの振り分けにもとづき、各指導教員の指
示にしたがって目標に向かって進めてほしい。
第１回　　ゼミごとのオリエンテーション
第２回　　研究テーマの設定の仕方について学ぶ
第３回　　多様な研究方法について学ぶ：自然観察法
第４回　　多様な研究方法について学ぶ：参与観察法
第５回　　多様な研究方法について学ぶ：実験的観察法
第６回　　論文検索の仕方を学ぶ
第７回　　論文検索の実践
第８回　　論文の構成を学ぶ
第９回　　先行研究の読み方を学ぶ
第１０回　先行研究のまとめ方を学ぶ
第１１回　研究テーマの検討
第１２回　研究テーマの発表
第１３回　中間発表に向けての準備
第１４回　第１回中間発表
第１５回　前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

幼児教育専攻の卒業研究と並行して論文を作成しなければならない。そのため、早めの課題設定、研究の遂行が求められる。ていねいな先
行研究の調査が必要であることから、文献検索をこまめに行い、読んだ論文を要約したものを、ゼミの時間に持参するようにしてほしい。

◆成績評価の方法◆

幼児教育専攻の学生の場合は、卒業の必修科目である専門ゼミ（卒業研究）と平行して課題研究を進めなければならないことから、はやめ
の準備、はやめのデータ収集を心がけてほしい。

討議への参加状況と中間発表で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

大野木裕明・中沢潤　『心理学マニュアル：研究法レッスン』　北大路書房
後藤宗明・大野木裕明・中沢潤　『心理学マニュアル：要因計画法』　北大路書房
中沢潤・大野木裕明・南博文　『心理学マニュアル：観察法』　北大路書房
杉本敏夫　『心理学のためのレポート・卒業論文の書き方」　サイエンス社

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

幼児教育課題研究Ⅱ

林　浩子

◆授業目標◆

幼児教育課題研究Iと同じく、幼児教育に関して問題意識を持ち、自ら設定した課題について探求し、解決していくことによって、幼稚園教員と
してふさわしい子ども観、保育観が身に付くとともに、日常の保育の中で研究的な視点を持つ力が身に付く。

◆授業内容・計画◆

９月末頃に開催予定の第２回中間発表はゼミ合同で実施する。また、1月には幼児教育専攻卒業研究発表会ならびに幼児音楽指導者コー
ス／幼児教育コース課題研究発表会において口頭発表をする。
第１回　　後期のゼミに関する全体的なオリエンテーション
第２回　　途中経過の発表
第３回　　中間発表に向けた準備
第４回　　第２回中間発表
第５回　　集めたデータの検討会
第６回　　データのまとめ方を学ぶ
第７回　　集めた事例の検討会
第８回　　事例のまとめ方を学ぶ
第９回　　論文執筆への準備を行う
第１０回　序論の書き方を学ぶ
第１１回　方法の書き方を学ぶ
第１２回　結果の書き方を学ぶ
第１３回　考察の書き方を学ぶ
第１４回　論文全体のまとめをする
第１５回　論文／作品発表会

◆準備学習の内容◆

前期の幼児教育課題研究Iと同じである。

◆成績評価の方法◆

明確な問題意識と論文作成への意欲を持って授業に臨んでほしい。

質疑応答への参加状況、作成した論文とその発表の状況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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

幼児教育課題研究Ⅱ

古川　聡

◆授業目標◆

幼児教育課題研究Iと同じく、幼児教育に関して問題意識を持ち、自ら設定した課題について探求し、解決していくことによって、幼稚園教員と
してふさわしい子ども観、保育観が身に付くとともに、日常の保育の中で研究的な視点を持つ力が身に付く。

◆授業内容・計画◆

９月末頃に開催予定の第２回中間発表はゼミ合同で実施する。また、1月には幼児教育専攻卒業研究発表会ならびに幼児音楽指導者コー
ス／幼児教育コース課題研究発表会において口頭発表をする。
第１回　　後期のゼミに関する全体的なオリエンテーション
第２回　　途中経過の発表
第３回　　中間発表に向けた準備
第４回　　第２回中間発表
第５回　　集めたデータの検討会
第６回　　データのまとめ方を学ぶ
第７回　　集めた事例の検討会
第８回　　事例のまとめ方を学ぶ
第９回　　論文執筆への準備を行う
第１０回　序論の書き方を学ぶ
第１１回　方法の書き方を学ぶ
第１２回　結果の書き方を学ぶ
第１３回　考察の書き方を学ぶ
第１４回　論文全体のまとめをする
第１５回　論文／作品発表会

◆準備学習の内容◆

前期の幼児教育課題研究Iと同じである。

◆成績評価の方法◆

明確な問題意識と論文作成への意欲を持って授業に臨んでほしい。

質疑応答への参加状況、作成した論文とその発表の状況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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 6-110 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

JZL437N

スタイル分析Ⅲ

井上　智

◆授業目標◆

ジャズ・コンポーザー達は既存の曲のハーモニーを使って新たにオリジナルを作ってきた。例えばエリントンはRose RoomからIn A Mellow
Tone、シアリングはLove Me or Leave MeからLullabye Of Birdland、コルトレーンはHave You Met Miss Jones からGiant Stepsを作曲した。こ
ういうジャズ・コントラファクトとオリジナル・ソングと、メロディ、ハーモニー、リズム、フォーム、スタイル等の観点から比較分析し、実際に演奏
する。それによって種々のジャズスタイルを知る。ファイナルでは学生が自身のコントラファクトを作曲しクラスでプリゼンテーションする。

◆授業内容・計画◆

1)スタンダード・ソングとは
2)ジャズ・コントラファクトとは
3)Rose Room/In A Mellow Tone
4)Blue Skies/In Walked Bud
5)I Got Rhythm/The Theme,Funji Mama,
6)I Got Rhythm/Lester Leaps In,Flintstones,
7)I Got Rhythm/Anthropology,Eternal Triangle
8)Indiana/Donna Lee
9)Sweet Georgia Brown/Dig
10)Out Of Nowhere/Casbah,Nostalgia
11)Honeysuckle Rose/Scrapple From The Apple
12)All The Things You Are/Prince Albert
13)ファイナルの準備
14)ファイナル
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

上記の曲の音源を聞いておく。

◆成績評価の方法◆

成績は平常の授業への取り組みとファイナルの成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

リードシート集のハンドアウト

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 6-110 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

JZL438N

スタイル分析Ⅳ

井上　智

◆授業目標◆

ジャズ・コンポーザー達は既存の曲（主にスタンダード曲と呼ばれるアメリカン・ポピュラー・ソング）のハーモニーを使って新たにオリジナルを
作ってきた。例えばエリントンはRose RoomからIn A Mellow Tone、シアリングはLove Me or Leave MeからLullabye Of Birdland、コルトレーン
は Have You Met Miss Jones からGiant Stepsを作曲した。こういうジャズ・コントラファクトとオリジナルであるスタンダード・ソング とを、メロ
ディ、ハーモニー、リズム、フォーム、スタイル等の観点から比較分析し、実際に演奏して学ぶ。それによってスイング、ビバップ、クール、
ハードバップ、モーダル、ラテン、フュージョン等、種々のジャズスタイルを知る。 ファイナルでは学生が任意のジャズアーティストを選択、来
歴、音楽スタイル、作品についてリサーチし授業内にプリゼンテーションする。

◆授業内容・計画◆

1)ジャズ・コントラファクトの復習
2)Summertime/Four On Six
3)Over The Rainbow/Valse Hot
4)How High The Moon/Ornithology/Satellite
5)It Could Happen To You/Fried Bananas
6)Lover Come Back to Me/Quicksilver
7)Chopin Prelude in E Minor/How Insensitive
8)There Will Never Be Another You
9)Just You Just Me/Evidence
10)September In The Rain/On A Misty Night
11)Someday my Prince will Come/Walts New
12)Have You Met Miss Jones/Giant Steps
13)ファイナルの準備
14)ファイナル
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

上記の曲の音源を聞いておく。

◆成績評価の方法◆

成績は平常の授業への取り組みとファイナルの成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

リードシート集配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 3別-A 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

JZS441N

ジャズ・ワークショップⅠ

池田　篤

◆授業目標◆

ジャズ関係の様々な場で活動する方々から講義を受けることにより、広い視野に立ち音楽家としての生き方を考察することができる。

◆授業内容・計画◆

第1回 ガイダンス
第2回 マイルス・デイビスの音楽
第3回 学生による研究発表(1)ドラムス奏者の研究
第4回 学生による研究発表(2)ベース奏者の研究
第5回 アフリカン・アメリカンの歴史とジャズの誕生
第6回 ジャズを生んだ人々(1)アフリカからの奴隷貿易
第7回 ジャズを生んだ人々(2)ニューオーリンズ・ジャズ以降
第8回 学生による研究発表(3)ピアノ奏者の研究
第9回 映画音楽とミュージカル・ナンバー
第10回  ジャズ・アンサンブルの為のSR実習(1)<ビッグバンドにおけるSR、セッティング>
第11回  ジャズ・アンサンブルの為のSR実習(2)<ビッグバンドにおけるSR>
第12回  ジャズ・アンサンブルの為のSR実習(3)<ビッグバンドにおけるSR、撤収>
第13回 ブラジル音楽の基礎知識
第14回 ブラジル音楽概論
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

講座を受ける前にあらかじめ予備知識を学んでおくこと。
研究発表においては、個々でテーマを決め、音源、映像、その他資料の収集をする。

◆成績評価の方法◆

時間厳守

授業への取り組み
研究発表の内容

◆教科書（使用テキスト）◆

随時配付

◆参考図書◆

随時紹介

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 4年 クラス ０１

講義室 3別-A 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

JZS442N

ジャズ・ワークショップⅡ

池田　篤

◆授業目標◆

ジャズ関係の様々な場で活動する方々から講義を受けることにより、広い視野に立ち音楽家としての生き方を考察することができる。

◆授業内容・計画◆

第1回 ガイダンス
第2回 日本のジャズ史(1)戦前から戦後直後
第3回 日本のジャズ史(2)1960年代から現代
第4回 学生による研究発表(1)トランペット奏者の研究
第5回 学生による研究発表(2)サクソフォン奏者の研究
第6回 震災復興支援と向き合う音楽家としての生き方
第7回 リズム・セクションの考察
第8回 フロント楽器奏者はリズム・セクションとどう関わるか
第9回 学生による研究発表(3)トロンボーン奏者の研究
第10回 オルガン・ジャズ
第11回 ジャズ・ギターの歴史
第12回 ヴァイブラフォン奏者とその音楽
第13回 ジャズの多様性とその発展
第14回 音楽と人生(ディスカッション)
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

講座を受ける前にあらかじめ予備知識を学んでおくこと。
研究発表においては、個々でテーマを決め、音源、映像、その他の資料の収集をする。

◆成績評価の方法◆

時間厳守

授業への取り組み
研究発表の内容

◆教科書（使用テキスト）◆

随時配付

◆参考図書◆

随時紹介

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 6-020 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

JZS445N

作編曲Ｃ

栗山　和樹

◆授業目標◆

弦楽器を使用した楽曲の作編曲法を身につける

◆授業内容・計画◆

1. 弦楽器と用法の研究
2. 弦楽器奏法の研究
3. 弦楽種重奏の編成規模とサウンド
4. 弦楽種重奏の為のスタイル研究
5. シンプルな弦楽種重奏　編曲課題と実習と添削(基本事項確認)
6. シンプルな弦楽種重奏　編曲課題と実習と添削２(スコア提出)
7. リズム・セクションとのコンビネーション(ベース)
8. リズム・セクションとのコンビネーション２(ドラムス)
9. リズム・セクションとのコンビネーション３(ピアノ)
10. リズム・セクション録音
11. リズム・セクションTD
12. 弦楽四重奏録音
13. 弦楽四重奏TD
14. 弦楽四重奏視聴会
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、課される課題を実施し、次回、授業に持参する。

◆成績評価の方法◆

毎回、課される課題の実施状況と、期末提出作品の評価。

◆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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 6-020 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

JZS446N

作編曲Ｄ

栗山　和樹

◆授業目標◆

作編曲A,B 及びC で学んだ編曲技術を更に発展させ、大規模なオーケストラ編曲を習得する。

◆授業内容・計画◆

1.ダブル・リード楽器概論、用法研究
2.ダブル・リード楽器の奏法研究
3.ダブル・リード楽器を含む編成規模とサウンド
4.打楽器の用法
5.打楽器アンサンブルの用法
6.フレンチ・ホルン概論、用法研究
7.フレンチ・ホルン奏法研究
8.フレンチ・ホルンを含む編成規模とサウンド
9.フレンチ・ホルンの為のヴォイシング研究
10.シンプルなフレンチ・ホルン編曲課題、実習と添削
11.ホーン・セクションとのコンビネーション
12.期末試験提出作品
13.実作と添削（１）
14.パート譜の制作
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、課される課題を実施し、次回、授業に持参する。

◆成績評価の方法◆

期末提出作品評価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◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 5単位

備考

TTL404N

教育実習Ａ

４Ｓ

新藤　久典

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 5単位

備考

TTL404N

教育実習Ａ

４ＳＥＡ

新藤　久典

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 5単位

備考

TTL404N

教育実習Ａ

４Ｖ

山本　幸正

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 5単位

備考

TTL404N

教育実習Ａ

４鍵

及川　良一

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 5単位

備考

TTL404N

教育実習Ａ

４鍵文

及川　良一

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０６

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 5単位

備考

TTL404N

教育実習Ａ

４ＳＥＢ

山本　幸正

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 3単位

備考

TTL405N

教育実習Ｂ

４Ｓ

新藤　久典

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 3単位

備考

TTL405N

教育実習Ｂ

４ＳＥＡ

新藤　久典

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 3単位

備考

TTL405N

教育実習Ｂ

４Ｖ

山本　幸正

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 3単位

備考

TTL405N

教育実習Ｂ

４鍵

及川　良一

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 3単位

備考

TTL405N

教育実習Ｂ

４鍵文

及川　良一

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０６

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 3単位

備考

TTL405N

教育実習Ｂ

４ＳＥＢ

山本　幸正

◆授業目標◆

充実した教育実習を行うための十分な事前学習を行い適切に抱負を述べることができ、教育実習の意義について理解し、教職への理解、教
科等の指導、生徒指導について十分な準備を行って実習に臨むとともに、実習の経験を踏まえ、自己の課題について整理して述べることが
できる。

◆授業内容・計画◆

第１回  教育実習の心構え①『教育実習録』の書き方、教育実習の評価、教育実習で学ぶ事柄
第２回  教育実習の心構え②教育実習体験談、提出課題、小論文の書き方、言葉遣い、礼状の書き方
　　          （以上はオリエンテーション期間中に実施）
第３回  班編成と模擬授業スケジュール、教育実習の抱負、授業観察の方法
第４回  模擬授業①歌唱指導と模擬検討会
第５回  模擬授業②器楽指導と模擬検討会
第６回  模擬授業③創作指導と模擬検討会
第７回  模擬授業④鑑賞指導と模擬検討会
第８回  模擬授業⑤道徳と模擬検討会
第９回  自己紹介、スピーチ①ホームルームでの挨拶
第10回  自己紹介、スピーチ②授業開き
第11回  学校の教育目標、重点目標
第12回  授業改善・学力向上計画
第13回  教育実習の報告・反省と自分への課題①生徒指導
第14回  教育実習の報告・反省と自分への課題②教科等の指導
第15回  教育実習の成果と課題
　　　　　    （※順序が入れ替わることがある。）

◆準備学習の内容◆

１　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳで学んだことを生かして、パソコンにより学習指導案の作成を行うこと。
２　「教育実習の抱負」を発表するために原稿を作成すること。
３　模擬授業のために手際よく教材研究を行うこと。
４　実習校で使用する教科書の内容をよく調べ、伴奏の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

実習校からの成績 評価の50％、教育論文 評価の10％、レポート「教育実習の課題」 評価の10％、「研究授業レポート」（学習指導案を含
む） 評価の20％、「教育実習録」の記載内容 評価の10％を総括して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育実習録』（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』文部科学省（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』文部科学省（教育出版）

◆参考図書◆

『中学校学習指導要領解説　総則編』文部科学省（ぎょうせい）
『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）
『わかりやすく〈伝える〉技術』池上彰（講談社現代新書）
『新音楽のとびら〈上〉』『同〈下〉』繁下和雄他（日本書籍）
『最新中等科音楽教育法』中等科音楽教育研究会（音楽之友社）

◆留意事項◆



１　随時LiveCampusの「教員連絡」や教務課からの連絡に注意を払い、教育実習について漏れのないよう、注意深く取り組むこと。特に、
@kunitachi.ac.jpのメールアドレスをチェックし、携帯やスマホでも閲覧できるようにしておくこと。
２　４月のオリエンテーション期間中に特別振替授業（授業２回分）が行われる。欠席しないよう注意すること。
３　「教育実習録」への記入はボールペン等によるものとする。実習後速やかに教務課に提出すること。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

TTL406N

教職実践演習（中・高）

【及川良一先生クラス】

及川　良一

◆授業目標◆

学校教育の現状を理解し、諸課題を認識するともに、教育実習の振り返りや履修カルテに基づく教職科目履修状況の振り返りにより、自己
理解を深め、自身の課題とその解決について主体的に取り組めるようにする。具体的な生徒や保護者とのかかわりやコミュニケーション、人
間関係の重要さなどを、討論や指導の多様な実践場面を想定したロールプレイング等によって、体験的に学ぶ。また、生徒指導、教科等指
導について事例研究を行い、発表する。外部講師による授業も組み入れ、求められる音楽科教師の資質能力の理解をその向上を図る。

◆授業内容・計画◆

１　オリエンテーション、自己の教職課程履修の確認と課題把握
２　調査研究グループによる研究課題の検討及び事例研究の理解
３　生徒指導等に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教科指導と生徒指導との関係の理解）
４　生徒指導等に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、生徒指導と学級担任の役割の理解）
５　生徒指導等に関する事例研究Ⅲ（研究発表、「いじめ問題」の理解と対応、発達障害の理解と対応）
６　生徒指導等に関する事例研究Ⅳ（研究発表、「不登校問題」の理解と対応、保護者との望ましい関係の理解と対応）
７　教科等の指導に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教育の理念「生きる力」の理解）
８　教科等の指導に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、学校教育における音楽活動の意義）
９　教科等の指導に関する事例研究Ⅲ（研究発表、自己評価・音楽科における指導と評価の改善）
１０　教科等の指導に関する事例研究Ⅳ（研究発表、指導と評価の一体化）
１１　外部講師による授業Ⅰ（現代の子供の心身の健康上の課題と教師として求められる対応能力について）
１２　外部講師による授業Ⅱ（教育行政・学校管理職が音楽科教員に期待すること）
１３　教職課程を振り返ってⅠ（「私が目指す理想の教師像」の作成）
１４　教職課程を振り返ってⅡ（「私が目指す理想の教師像」の発表）
１５　「事例研究のまとめ」の作成とその合評・講評

◆準備学習の内容◆

１　履修カルテ及び教育実習録等の記入を完了し、授業当日に
　　持参すること。
２　授業で扱う事例は、教育実習やボランティア活動等におい
　　て実際に経験したことの中から決定するので、生徒指導・
　　教科指導等で取り上げたい事例案をそれぞれ複数考えてお
　　くこと。
３　事例研究ではディスカッションやロールプレイにそなえて
　　手持ちのメモを作成するなど、自ら実践的指導力を向上さ
　　せるための準備をすること。
４　レポート作成に当たっては信頼できる参考文献等を複数用い、
　　「私の目指す教師像」作成は教育実習及び本授業での学びを
　　十分生かして作成すること。

◆成績評価の方法◆

１　履修カルテの記載状況
２　事例発表の発表資料及び発表内容・方法等
３　リアクション・ペーパーの提出状況
４　レポート「事例研究のまとめ」
５　レポート「私の目指す教師像」
いずれもコメントやABC評価等によりフィードバックした上で総合的に成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

１　「教職実践演習テキスト」（国立音楽大学）

◆参考図書◆



授業内で、必要に応じて、逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０２

講義室 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

TTL406N

教職実践演習（中・高）

【及川良一先生クラス】

及川　良一

◆授業目標◆

学校教育の現状を理解し、諸課題を認識するともに、教育実習の振り返りや履修カルテに基づく教職科目履修状況の振り返りにより、自己
理解を深め、自身の課題とその解決について主体的に取り組めるようにする。具体的な生徒や保護者とのかかわりやコミュニケーション、人
間関係の重要さなどを、討論や指導の多様な実践場面を想定したロールプレイング等によって、体験的に学ぶ。また、生徒指導、教科等指
導について事例研究を行い、発表する。外部講師による授業も組み入れ、求められる音楽科教師の資質能力の理解をその向上を図る。

◆授業内容・計画◆

１　オリエンテーション、自己の教職課程履修の確認と課題把握
２　調査研究グループによる研究課題の検討及び事例研究の理解
３　生徒指導等に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教科指導と生徒指導との関係の理解）
４　生徒指導等に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、生徒指導と学級担任の役割の理解）
５　生徒指導等に関する事例研究Ⅲ（研究発表、「いじめ問題」の理解と対応、発達障害の理解と対応）
６　生徒指導等に関する事例研究Ⅳ（研究発表、「不登校問題」の理解と対応、保護者との望ましい関係の理解と対応）
７　教科等の指導に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教育の理念「生きる力」の理解）
８　教科等の指導に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、学校教育における音楽活動の意義）
９　教科等の指導に関する事例研究Ⅲ（研究発表、自己評価・音楽科における指導と評価の改善）
１０　教科等の指導に関する事例研究Ⅳ（研究発表、指導と評価の一体化）
１１　外部講師による授業Ⅰ（現代の子供の心身の健康上の課題と教師として求められる対応能力について）
１２　外部講師による授業Ⅱ（教育行政・学校管理職が音楽科教員に期待すること）
１３　教職課程を振り返ってⅠ（「私が目指す理想の教師像」の作成）
１４　教職課程を振り返ってⅡ（「私が目指す理想の教師像」の発表）
１５　「事例研究のまとめ」の作成とその合評・講評

◆準備学習の内容◆

１　履修カルテ及び教育実習録等の記入を完了し、授業当日に
　　持参すること。
２　授業で扱う事例は、教育実習やボランティア活動等におい
　　て実際に経験したことの中から決定するので、生徒指導・
　　教科指導等で取り上げたい事例案をそれぞれ複数考えてお
　　くこと。
３　事例研究ではディスカッションやロールプレイにそなえて
　　手持ちのメモを作成するなど、自ら実践的指導力を向上さ
　　せるための準備をすること。
４　レポート作成に当たっては信頼できる参考文献等を複数用い、
　　「私の目指す教師像」作成は教育実習及び本授業での学びを
　　十分生かして作成すること。

◆成績評価の方法◆

１　履修カルテの記載状況
２　事例発表の発表資料及び発表内容・方法等
３　リアクション・ペーパーの提出状況
４　レポート「事例研究のまとめ」
５　レポート「私の目指す教師像」
いずれもコメントやABC評価等によりフィードバックした上で総合的に成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

１　「教職実践演習テキスト」（国立音楽大学）

◆参考図書◆



授業内で、必要に応じて、逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０３

講義室 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

TTL406N

教職実践演習（中・高）

【及川良一先生クラス】

及川　良一

◆授業目標◆

学校教育の現状を理解し、諸課題を認識するともに、教育実習の振り返りや履修カルテに基づく教職科目履修状況の振り返りにより、自己
理解を深め、自身の課題とその解決について主体的に取り組めるようにする。具体的な生徒や保護者とのかかわりやコミュニケーション、人
間関係の重要さなどを、討論や指導の多様な実践場面を想定したロールプレイング等によって、体験的に学ぶ。また、生徒指導、教科等指
導について事例研究を行い、発表する。外部講師による授業も組み入れ、求められる音楽科教師の資質能力の理解をその向上を図る。

◆授業内容・計画◆

１　オリエンテーション、自己の教職課程履修の確認と課題把握
２　調査研究グループによる研究課題の検討及び事例研究の理解
３　生徒指導等に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教科指導と生徒指導との関係の理解）
４　生徒指導等に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、生徒指導と学級担任の役割の理解）
５　生徒指導等に関する事例研究Ⅲ（研究発表、「いじめ問題」の理解と対応、発達障害の理解と対応）
６　生徒指導等に関する事例研究Ⅳ（研究発表、「不登校問題」の理解と対応、保護者との望ましい関係の理解と対応）
７　教科等の指導に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教育の理念「生きる力」の理解）
８　教科等の指導に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、学校教育における音楽活動の意義）
９　教科等の指導に関する事例研究Ⅲ（研究発表、自己評価・音楽科における指導と評価の改善）
１０　教科等の指導に関する事例研究Ⅳ（研究発表、指導と評価の一体化）
１１　外部講師による授業Ⅰ（現代の子供の心身の健康上の課題と教師として求められる対応能力について）
１２　外部講師による授業Ⅱ（教育行政・学校管理職が音楽科教員に期待すること）
１３　教職課程を振り返ってⅠ（「私が目指す理想の教師像」の作成）
１４　教職課程を振り返ってⅡ（「私が目指す理想の教師像」の発表）
１５　「事例研究のまとめ」の作成とその合評・講評

◆準備学習の内容◆

１　履修カルテ及び教育実習録等の記入を完了し、授業当日に
　　持参すること。
２　授業で扱う事例は、教育実習やボランティア活動等におい
　　て実際に経験したことの中から決定するので、生徒指導・
　　教科指導等で取り上げたい事例案をそれぞれ複数考えてお
　　くこと。
３　事例研究ではディスカッションやロールプレイにそなえて
　　手持ちのメモを作成するなど、自ら実践的指導力を向上さ
　　せるための準備をすること。
４　レポート作成に当たっては信頼できる参考文献等を複数用い、
　　「私の目指す教師像」作成は教育実習及び本授業での学びを
　　十分生かして作成すること。

◆成績評価の方法◆

１　履修カルテの記載状況
２　事例発表の発表資料及び発表内容・方法等
３　リアクション・ペーパーの提出状況
４　レポート「事例研究のまとめ」
５　レポート「私の目指す教師像」
いずれもコメントやABC評価等によりフィードバックした上で総合的に成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

１　「教職実践演習テキスト」（国立音楽大学）

◆参考図書◆



授業内で、必要に応じて、逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０４

講義室 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

TTL406N

教職実践演習（中・高）

【新藤久典先生クラス】

新藤　久典

◆授業目標◆

学校教育の現状を理解し、諸課題を認識するともに、教育実習の振り返りや履修カルテに基づく教職科目履修状況の振り返りにより、自己
理解を深め、自身の課題とその解決について主体的に取り組めるようにする。具体的な生徒や保護者とのかかわりやコミュニケーション、人
間関係の重要さなどを、討論や指導の多様な実践場面を想定したロールプレイング等によって、体験的に学ぶ。また、生徒指導、教科等指
導について事例研究を行い、発表する。外部講師による授業も組み入れ、求められる音楽科教師の資質能力の理解をその向上を図る。

◆授業内容・計画◆

１　オリエンテーション、自己の教職課程履修の確認と課題把握
２　調査研究グループによる研究課題の検討及び事例研究の理解
３　生徒指導等に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教科指導と生徒指導との関係の理解）
４　生徒指導等に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、生徒指導と学級担任の役割の理解）
５　生徒指導等に関する事例研究Ⅲ（研究発表、「いじめ問題」の理解と対応、発達障害の理解と対応）
６　生徒指導等に関する事例研究Ⅳ（研究発表、「不登校問題」の理解と対応、保護者との望ましい関係の理解と対応）
７　教科等の指導に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教育の理念「生きる力」の理解）
８　教科等の指導に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、学校教育における音楽活動の意義）
９　教科等の指導に関する事例研究Ⅲ（研究発表、自己評価・音楽科における指導と評価の改善）
１０　教科等の指導に関する事例研究Ⅳ（研究発表、指導と評価の一体化）
１１　外部講師による授業Ⅰ（現代の子供の心身の健康上の課題と教師として求められる対応能力について）
１２　外部講師による授業Ⅱ（教育行政・学校管理職が音楽科教員に期待すること）
１３　教職課程を振り返ってⅠ（「私が目指す理想の教師像」の作成）
１４　教職課程を振り返ってⅡ（「私が目指す理想の教師像」の発表）
１５　「事例研究のまとめ」の作成とその合評・講評

◆準備学習の内容◆

１　履修カルテ及び教育実習録等の記入を完了し、授業当日に
　　持参すること。
２　授業で扱う事例は、教育実習やボランティア活動等におい
　　て実際に経験したことの中から決定するので、生徒指導・
　　教科指導等で取り上げたい事例案をそれぞれ複数考えてお
　　くこと。
３　事例研究ではディスカッションやロールプレイにそなえて
　　手持ちのメモを作成するなど、自ら実践的指導力を向上さ
　　せるための準備をすること。
４　レポート作成に当たっては信頼できる参考文献等を複数用い、
　　「私の目指す教師像」作成は教育実習及び本授業での学びを
　　十分生かして作成すること。

◆成績評価の方法◆

１　履修カルテの記載状況
２　事例発表の発表資料及び発表内容・方法等
３　リアクション・ペーパーの提出状況
４　レポート「事例研究のまとめ」
５　レポート「私の目指す教師像」
いずれもコメントやABC評価等によりフィードバックした上で総合的に成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

１　「教職実践演習テキスト」（国立音楽大学）

◆参考図書◆



授業内で、必要に応じて、逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０５

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

TTL406N

教職実践演習（中・高）

【新藤久典先生クラス】

新藤　久典

◆授業目標◆

学校教育の現状を理解し、諸課題を認識するともに、教育実習の振り返りや履修カルテに基づく教職科目履修状況の振り返りにより、自己
理解を深め、自身の課題とその解決について主体的に取り組めるようにする。具体的な生徒や保護者とのかかわりやコミュニケーション、人
間関係の重要さなどを、討論や指導の多様な実践場面を想定したロールプレイング等によって、体験的に学ぶ。また、生徒指導、教科等指
導について事例研究を行い、発表する。外部講師による授業も組み入れ、求められる音楽科教師の資質能力の理解をその向上を図る。

◆授業内容・計画◆

１　オリエンテーション、自己の教職課程履修の確認と課題把握
２　調査研究グループによる研究課題の検討及び事例研究の理解
３　生徒指導等に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教科指導と生徒指導との関係の理解）
４　生徒指導等に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、生徒指導と学級担任の役割の理解）
５　生徒指導等に関する事例研究Ⅲ（研究発表、「いじめ問題」の理解と対応、発達障害の理解と対応）
６　生徒指導等に関する事例研究Ⅳ（研究発表、「不登校問題」の理解と対応、保護者との望ましい関係の理解と対応）
７　教科等の指導に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教育の理念「生きる力」の理解）
８　教科等の指導に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、学校教育における音楽活動の意義）
９　教科等の指導に関する事例研究Ⅲ（研究発表、自己評価・音楽科における指導と評価の改善）
１０　教科等の指導に関する事例研究Ⅳ（研究発表、指導と評価の一体化）
１１　外部講師による授業Ⅰ（現代の子供の心身の健康上の課題と教師として求められる対応能力について）
１２　外部講師による授業Ⅱ（教育行政・学校管理職が音楽科教員に期待すること）
１３　教職課程を振り返ってⅠ（「私が目指す理想の教師像」の作成）
１４　教職課程を振り返ってⅡ（「私が目指す理想の教師像」の発表）
１５　「事例研究のまとめ」の作成とその合評・講評

◆準備学習の内容◆

１　履修カルテ及び教育実習録等の記入を完了し、授業当日に
　　持参すること。
２　授業で扱う事例は、教育実習やボランティア活動等におい
　　て実際に経験したことの中から決定するので、生徒指導・
　　教科指導等で取り上げたい事例案をそれぞれ複数考えてお
　　くこと。
３　事例研究ではディスカッションやロールプレイにそなえて
　　手持ちのメモを作成するなど、自ら実践的指導力を向上さ
　　せるための準備をすること。
４　レポート作成に当たっては信頼できる参考文献等を複数用い、
　　「私の目指す教師像」作成は教育実習及び本授業での学びを
　　十分生かして作成すること。

◆成績評価の方法◆

１　履修カルテの記載状況
２　事例発表の発表資料及び発表内容・方法等
３　リアクション・ペーパーの提出状況
４　レポート「事例研究のまとめ」
５　レポート「私の目指す教師像」
いずれもコメントやABC評価等によりフィードバックした上で総合的に成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

１　「教職実践演習テキスト」（国立音楽大学）

◆参考図書◆



授業内で、必要に応じて、逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０６

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

TTL406N

教職実践演習（中・高）

【新藤久典先生クラス】

新藤　久典

◆授業目標◆

学校教育の現状を理解し、諸課題を認識するともに、教育実習の振り返りや履修カルテに基づく教職科目履修状況の振り返りにより、自己
理解を深め、自身の課題とその解決について主体的に取り組めるようにする。具体的な生徒や保護者とのかかわりやコミュニケーション、人
間関係の重要さなどを、討論や指導の多様な実践場面を想定したロールプレイング等によって、体験的に学ぶ。また、生徒指導、教科等指
導について事例研究を行い、発表する。外部講師による授業も組み入れ、求められる音楽科教師の資質能力の理解をその向上を図る。

◆授業内容・計画◆

１　オリエンテーション、自己の教職課程履修の確認と課題把握
２　調査研究グループによる研究課題の検討及び事例研究の理解
３　生徒指導等に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教科指導と生徒指導との関係の理解）
４　生徒指導等に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、生徒指導と学級担任の役割の理解）
５　生徒指導等に関する事例研究Ⅲ（研究発表、「いじめ問題」の理解と対応、発達障害の理解と対応）
６　生徒指導等に関する事例研究Ⅳ（研究発表、「不登校問題」の理解と対応、保護者との望ましい関係の理解と対応）
７　教科等の指導に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教育の理念「生きる力」の理解）
８　教科等の指導に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、学校教育における音楽活動の意義）
９　教科等の指導に関する事例研究Ⅲ（研究発表、自己評価・音楽科における指導と評価の改善）
１０　教科等の指導に関する事例研究Ⅳ（研究発表、指導と評価の一体化）
１１　外部講師による授業Ⅰ（現代の子供の心身の健康上の課題と教師として求められる対応能力について）
１２　外部講師による授業Ⅱ（教育行政・学校管理職が音楽科教員に期待すること）
１３　教職課程を振り返ってⅠ（「私が目指す理想の教師像」の作成）
１４　教職課程を振り返ってⅡ（「私が目指す理想の教師像」の発表）
１５　「事例研究のまとめ」の作成とその合評・講評

◆準備学習の内容◆

１　履修カルテ及び教育実習録等の記入を完了し、授業当日に
　　持参すること。
２　授業で扱う事例は、教育実習やボランティア活動等におい
　　て実際に経験したことの中から決定するので、生徒指導・
　　教科指導等で取り上げたい事例案をそれぞれ複数考えてお
　　くこと。
３　事例研究ではディスカッションやロールプレイにそなえて
　　手持ちのメモを作成するなど、自ら実践的指導力を向上さ
　　せるための準備をすること。
４　レポート作成に当たっては信頼できる参考文献等を複数用い、
　　「私の目指す教師像」作成は教育実習及び本授業での学びを
　　十分生かして作成すること。

◆成績評価の方法◆

１　履修カルテの記載状況
２　事例発表の発表資料及び発表内容・方法等
３　リアクション・ペーパーの提出状況
４　レポート「事例研究のまとめ」
５　レポート「私の目指す教師像」
いずれもコメントやABC評価等によりフィードバックした上で総合的に成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

１　「教職実践演習テキスト」（国立音楽大学）

◆参考図書◆



授業内で、必要に応じて、逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０７

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

TTL406N

教職実践演習（中・高）

【新藤久典先生クラス】

新藤　久典

◆授業目標◆

学校教育の現状を理解し、諸課題を認識するともに、教育実習の振り返りや履修カルテに基づく教職科目履修状況の振り返りにより、自己
理解を深め、自身の課題とその解決について主体的に取り組めるようにする。具体的な生徒や保護者とのかかわりやコミュニケーション、人
間関係の重要さなどを、討論や指導の多様な実践場面を想定したロールプレイング等によって、体験的に学ぶ。また、生徒指導、教科等指
導について事例研究を行い、発表する。外部講師による授業も組み入れ、求められる音楽科教師の資質能力の理解をその向上を図る。

◆授業内容・計画◆

１　オリエンテーション、自己の教職課程履修の確認と課題把握
２　調査研究グループによる研究課題の検討及び事例研究の理解
３　生徒指導等に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教科指導と生徒指導との関係の理解）
４　生徒指導等に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、生徒指導と学級担任の役割の理解）
５　生徒指導等に関する事例研究Ⅲ（研究発表、「いじめ問題」の理解と対応、発達障害の理解と対応）
６　生徒指導等に関する事例研究Ⅳ（研究発表、「不登校問題」の理解と対応、保護者との望ましい関係の理解と対応）
７　教科等の指導に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教育の理念「生きる力」の理解）
８　教科等の指導に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、学校教育における音楽活動の意義）
９　教科等の指導に関する事例研究Ⅲ（研究発表、自己評価・音楽科における指導と評価の改善）
１０　教科等の指導に関する事例研究Ⅳ（研究発表、指導と評価の一体化）
１１　外部講師による授業Ⅰ（現代の子供の心身の健康上の課題と教師として求められる対応能力について）
１２　外部講師による授業Ⅱ（教育行政・学校管理職が音楽科教員に期待すること）
１３　教職課程を振り返ってⅠ（「私が目指す理想の教師像」の作成）
１４　教職課程を振り返ってⅡ（「私が目指す理想の教師像」の発表）
１５　「事例研究のまとめ」の作成とその合評・講評

◆準備学習の内容◆

１　履修カルテ及び教育実習録等の記入を完了し、授業当日に
　　持参すること。
２　授業で扱う事例は、教育実習やボランティア活動等におい
　　て実際に経験したことの中から決定するので、生徒指導・
　　教科指導等で取り上げたい事例案をそれぞれ複数考えてお
　　くこと。
３　事例研究ではディスカッションやロールプレイにそなえて
　　手持ちのメモを作成するなど、自ら実践的指導力を向上さ
　　せるための準備をすること。
４　レポート作成に当たっては信頼できる参考文献等を複数用い、
　　「私の目指す教師像」作成は教育実習及び本授業での学びを
　　十分生かして作成すること。

◆成績評価の方法◆

１　履修カルテの記載状況
２　事例発表の発表資料及び発表内容・方法等
３　リアクション・ペーパーの提出状況
４　レポート「事例研究のまとめ」
５　レポート「私の目指す教師像」
いずれもコメントやABC評価等によりフィードバックした上で総合的に成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

１　「教職実践演習テキスト」（国立音楽大学）

◆参考図書◆



授業内で、必要に応じて、逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4年 クラス ０８

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

TTL406N

教職実践演習（中・高）

【酒井美恵子先生クラス】

酒井　美恵子

◆授業目標◆

学校教育の現状を理解し、諸課題を認識するともに、教育実習の振り返りや履修カルテに基づく教職科目履修状況の振り返りにより、自己
理解を深め、自身の課題とその解決について主体的に取り組めるようにする。具体的な生徒や保護者とのかかわりやコミュニケーション、人
間関係の重要さなどを、討論や指導の多様な実践場面を想定したロールプレイング等によって、体験的に学ぶ。また、生徒指導、教科等指
導について事例研究を行い、発表する。外部講師による授業も組み入れ、求められる音楽科教師の資質能力の理解をその向上を図る。

◆授業内容・計画◆

１　オリエンテーション、自己の教職課程履修の確認と課題把握
２　調査研究グループによる研究課題の検討及び事例研究の理解
３　生徒指導等に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教科指導と生徒指導との関係の理解）
４　生徒指導等に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、生徒指導と学級担任の役割の理解）
５　生徒指導等に関する事例研究Ⅲ（研究発表、「いじめ問題」の理解と対応、発達障害の理解と対応）
６　生徒指導等に関する事例研究Ⅳ（研究発表、「不登校問題」の理解と対応、保護者との望ましい関係の理解と対応）
７　教科等の指導に関する事例研究Ⅰ（調査課題の決定、教育の理念「生きる力」の理解）
８　教科等の指導に関する事例研究Ⅱ（研究成果のまとめ、学校教育における音楽活動の意義）
９　教科等の指導に関する事例研究Ⅲ（研究発表、自己評価・音楽科における指導と評価の改善）
１０　教科等の指導に関する事例研究Ⅳ（研究発表、指導と評価の一体化）
１１　外部講師による授業Ⅰ（現代の子供の心身の健康上の課題と教師として求められる対応能力について）
１２　外部講師による授業Ⅱ（教育行政・学校管理職が音楽科教員に期待すること）
１３　教職課程を振り返ってⅠ（「私が目指す理想の教師像」の作成）
１４　教職課程を振り返ってⅡ（「私が目指す理想の教師像」の発表）
１５　「事例研究のまとめ」の作成とその合評・講評

◆準備学習の内容◆

１　履修カルテ及び教育実習録等の記入を完了し、授業当日に
　　持参すること。
２　授業で扱う事例は、教育実習やボランティア活動等におい
　　て実際に経験したことの中から決定するので、生徒指導・
　　教科指導等で取り上げたい事例案をそれぞれ複数考えてお
　　くこと。
３　事例研究ではディスカッションやロールプレイにそなえて
　　手持ちのメモを作成するなど、自ら実践的指導力を向上さ
　　せるための準備をすること。
４　レポート作成に当たっては信頼できる参考文献等を複数用い、
　　「私の目指す教師像」作成は教育実習及び本授業での学びを
　　十分生かして作成すること。

◆成績評価の方法◆

１　履修カルテの記載状況
２　事例発表の発表資料及び発表内容・方法等
３　リアクション・ペーパーの提出状況
４　レポート「事例研究のまとめ」
５　レポート「私の目指す教師像」
いずれもコメントやABC評価等によりフィードバックした上で総合的に成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

１　「教職実践演習テキスト」（国立音楽大学）

◆参考図書◆



授業内で、必要に応じて、逐次紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年,4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 1単位

備考

CTL405N

博物館実習Ⅲ

横井　雅子

◆授業目標◆

見学を含む学内実習や館園実習での現場体験を通し、多様な館種の実体や学芸員の業務を理解し、実践的な能力を身につけることができ
ます。

◆授業内容・計画◆

館園実習として、学外博物館において実務実習を行うための準備と、実習本体により構成されます。

第１回　ガイダンス：オリエンテーションおよび実習事前指導①
第２回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習１日目
第３回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習２日目
第４回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習３日目
第５回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習４日目
第６回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習５日目
第７回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習６日目
第８回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習７日目
第９回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習８日目
第10回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習９日目
第11回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習１０日目
第12回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習１１日目
第13回　各受講生の受け入れ先の博物館における実務実習１２日目
第14回　実習報告：館務体験の報告と、それに基づくグループディスカッション
第15回　総括

※体験日数は各施設により異なる。

◆準備学習の内容◆

これまで学んできたことを踏まえての実地研修であり、既に習得したことを復習した上で、館園実習を行う施設について各自が十二分に調
査・研究し、実習に備える。

◆成績評価の方法◆

館園実習は一般の利用者が訪れる場をお借りして行うものであり、受講生にとっては実習であっても、利用者にとっては館園関係者と見なさ
れることを常に意識し、良識ある行動・言動をとれるよう、心がけてほしい。

館園実習に関する実習日誌とレポートの提出、実習報告に基づくグループディスカッションによって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆


