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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 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

実施内容に基づいて適宜指示する。

◆留意事項◆

例えば音の高さを知るために音叉を使っていた時代から、近年ではチューナーのような機械を使って調整するように、近代技術を用いる機会
が音楽の場にも増えてきている。このように、音楽と演奏者の関係は近年変化している。本演習では、参加者に演奏の新しい見つめ方に関す
る近年の手法を紹介し、受講生の興味と希望を勘案しながら、実施内容を決める。本演習を受講することで、音楽や演奏に対する新しい見つ
め方を学ぶことができる。
以下は授業内容の一例であるが、受講生の希望に応じて適宜調整する。

１．はじめに 音楽と演奏を見つめる方法の紹介
２．音の分析 ー１ー インストラクション
３．音の分析 ー２ー 録音
４．音の分析 ー３ー 分析
５．音の分析 ー４ー まとめ
６．演奏の分析 ー１ー インストラクション
７．演奏の分析 ー２ー 取得
８．演奏の分析 ー３ー 分析
９．演奏の分析 ー４ー まとめ
１０．音楽の印象 ー１ー インストラクション
１１．音楽の印象 ー２ー 印象評価
１２．音楽の印象 ー３ー 分析
１３．音楽の印象 ー４ー まとめ
１４．全体討論
１５．まとめとフィードバック

◆準備学習の内容◆

特に無いが、普段から音楽や演奏の見つめ方に対する疑問や問題点について考えを深めて置く必要がある。

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み、実習内容や必要に応じて実施するレポートの状況などを考慮し、総合評価とする。
調査結果の発表会を行い、発表に対してフィードバックする。

◆授業目標◆

音楽や演奏について、新しい見つめ方について、レクチャーと実践を通して理解を深める。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGS701U

テーマ別演習AⅠ

三浦 雅展



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 講堂小ホール 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

ヘンデル：メサイア
ベーレンライター版ヴォーカルスコア（Bärenraiter vocal Score)が望ましいが、メサイアの楽譜をすでに持っている場合は、それを使用しても良
い。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

1）ガイダンス (授業の進め方について）
2）オラトリオ作品 ヘンデル作曲「メサイア」について ①ヘンデルの生涯とメサイア
3）オラトリオ作品 ヘンデル作曲「メサイア」について ②作品構成と台本作家ジェネンスにすいて
4）オラトリオ作品 ヘンデル作曲「メサイア」について ③テキストの出典とメサイアの英語について

以下、英語の発音と歌唱法を中心に。
5）テノールソロ Comfort ye, Comfort ye my people～Ev'ry valley shall be exalted
6）アルトソロ But who may abide the day of his coming
7）ソプラノソロ Rec. There were shepherds abiding in the field 
                       ～And the angel said unto them
8）バリトンソロ For behold, darkness shall cover the earth
                       ～The people that walked in darkness
9）ソプラノソロ Rejoice greatly, o daughter of Sion
10）二重唱 Then shall the eyes of the blind be open'd
                       ～He shall feed his flock like a shepherd
11）アルトソロ He was desoised
12）ソプラノソロ How beautiful are the feed of them
    バリトンソロ Why do the nations so furiously rage together

テノールソロ Thou shalt break them with a rod of iron
13）ソプラノソロ I know that my redeemer liveth 
14）メサイアの中の上記以外のソロの作品
15）まとめ （演奏発表）

実際には履修学生の声種や授業の流れによって、柔軟に発展させてゆく。

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げる内容について、事前の準備を行う事。

◆成績評価の方法◆

出席および授業への取り組み、演奏などからの総合的な評価。
随時、課題に対するフィードバックを行う。

◆授業目標◆

英語のテキストによるオラトリオおよび歌曲に関して、歴史的背景およびテキストを分析し、詩の解釈をもとに英語の歌唱技術を習得することを
目的とする。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGS701U

テーマ別演習AⅠ

英米歌曲およびオラトリオ研究

佐竹 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指定。及びレジュメを都度配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

音楽自体が様々な要素の化学反応の結果だとすれば、その音楽がさらに「何か」と化学反応を起こすということはどういうことか、見ていきま
す。

1.ガイダンス
2.無音の効用
3.音の高低及び強弱の効用
4.旋律と和音による効用
5.ベースラインの効用
6.楽曲構成の効用
7.調性の効用
8.空間の効用
9.記号性の効用
10.民族性の効用
11.不協和音の効用
12.楽器法の効用
13.オーケストレーションの効用
14.電子音と現実音の効用
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

映画音楽はもちろん、普段の生活の中で「用途のある音楽」についての興味を自覚的に持つこと。その興味を広げる活動（ウェブでのリサーチ
など）を日々行うこと。目安：週に数時間。

◆成績評価の方法◆

レポートの内容と授業への参加度により総合的に評価する。フィードバックは授業内で随時行う。

◆授業目標◆

古今東西の「音楽ではない何かのために」作られた音楽。それについての知見を深めることにより、音楽についてより多面的に考察できるよう
になる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGS701U

テーマ別演習AⅠ

映像と音楽

足本 憲治



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

実施内容に基づいて適宜指示する。

◆留意事項◆

例えば音の高さを知るために音叉を使っていた時代から、近年ではチューナーのような機械を使って調整するように、近代技術を用いる機会
が音楽の場にも増えてきている。このように、音楽と演奏者の関係は近年変化している。本演習では、参加者に演奏の新しい見つめ方に関す
る近年の手法を紹介し、受講生の興味と希望を勘案しながら、実施内容を決める。本演習を受講することで、音楽や演奏に対する新しい見つ
め方を学ぶことができる。
以下は授業内容の一例であるが、受講生の希望に応じて適宜調整する。

１．はじめに 音楽と演奏を見つめる方法の紹介
２．音の分析 ー１ー インストラクション
３．音の分析 ー２ー リタルダンドのラベリング
４．音の分析 ー３ー 分析
５．音の分析 ー４ー まとめ
６．演奏の編集 ー１ー インストラクション
７．演奏の編集 ー２ー 理想的なリタルダンドの作成
８．演奏の編集 ー３ー 音合成
９．演奏の編集 ー４ー まとめ
１０．音楽の印象 ー１ー インストラクション
１１．音楽の印象 ー２ー 印象評価
１２．音楽の印象 ー３ー 分析
１３．音楽の印象 ー４ー まとめ
１４．全体討論
１５．まとめとフィードバック

◆準備学習の内容◆

特に無いが、普段から音楽や演奏の見つめ方に対する疑問や問題点について考えを深めて置く必要がある。

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み、実習内容や必要に応じて実施するレポートの状況などを考慮し、総合評価とする。
調査結果の発表会を行い、発表に対してフィードバックする。

◆授業目標◆

音楽や演奏について、新しい見つめ方について、レクチャーと実践を通して理解を深める。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MGS702U

テーマ別演習AⅡ

三浦 雅展



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指定する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

1）イギリス芸術歌曲 その時代背景と歴史
2）歴史上の主な作曲家について系譜を辿る
3）H.Purcell の作品について
4）20世紀以前に活躍した作曲家の作品について（H.R.Bishop, A.Sullivan, C.Parry など）
5）W.Shakespeareを台本とした歌曲作品について
6）R.Quilterの作品について
7）R.Vaughan Wikkiams の歌曲作品について
8）その他、B.Brittenなどのイギリスの作曲家作品について
9）アメリカ芸術歌曲 その時代背景と歴史
10）S.Barber の歌曲作品について
11）S.Barber の歌曲作品について（その2）
12）A.Copland の歌曲作品について
13）G.C.Menotti および L.Bernstein の歌曲作品について （D.Argentoなど）
14）その他、アメリカの作曲家作品について
15）まとめ（演奏発表）

実際には履修学生の声種や授業の流れによって、柔軟に発展させてゆく。

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げる内容について、事前の準備を行う事。

◆成績評価の方法◆

出席および授業への取り組み、演奏などからの総合的な評価。
随時、課題に対するフィードバックを行う。

◆授業目標◆

英語のテキストによる歌曲、主にイギリス芸術歌曲とアメリカ芸術歌曲に関して、歴史的背景およびテキストを分析し、詩の解釈とともに英語の
歌唱技術を習得することを目的とする。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MGS702U

テーマ別演習AⅡ

英米歌曲およびオラトリオ研究

佐竹 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 6-101 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指定。及びレジュメを都度配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期を踏まえ、実際の作品の視聴・分析を通じ、より理解を深めます。

1.ドイツリートに見るドラマの表現
2.オペラに見るドラマの表現
3.ミュージカルに見るドラマの表現
4.映画におけるカット割りと音楽
5.映画音楽に見るドラマの表現
6.映画音楽制作の現場（ゲストスピーカー）
7.その他の映像作品に見るドラマの表現
8.CM音楽に見る様々な表現
9.生演奏による映像付随音楽
10.生演奏による映像付随音楽の現場（ゲストスピーカー）
11.舞台作品の音楽
12.学生による発表とディスカッション１（映像と作曲語法）
13.学生による発表とディスカッション２（楽器と演出法）
14.学生による発表とディスカッション３（コンピュータの使用と演出法）
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

映画音楽はもちろん、普段の生活の中で「用途のある音楽」についての興味を自覚的に持つこと。その興味を広げる活動（ウェブでのリサーチ
など）を日々行うこと。目安：週に数時間。

◆成績評価の方法◆

発表の内容とディスカッションへの参加度、授業への参加度により総合的に評価する。フィードバックは授業内で随時行う。

◆授業目標◆

古今東西の「音楽ではない何かのために」作られた音楽。それについての知見を深めることにより、音楽についてより多面的に考察できるよう
になる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MGS702U

テーマ別演習AⅡ

映像と音楽

足本 憲治



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 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

実施内容に基づいて適宜指示する。

◆留意事項◆

例えば音の高さを知るために音叉を使っていた時代から、近年ではチューナーのような機械を使って調整するように、近代技術を用いる機会
が音楽の場にも増えてきている。このように、音楽と演奏者の関係は近年変化している。本演習では、参加者に演奏の新しい見つめ方に関す
る近年の手法を紹介し、受講生の興味と希望を勘案しながら、実施内容を決める。本演習を受講することで、音楽や演奏に対する新しい見つ
め方を学ぶことができる。
以下は授業内容の一例であるが、受講生の希望に応じて適宜調整する。

１．はじめに 音楽と演奏を見つめる方法の紹介
２．音の分析 ー１ー インストラクション
３．音の分析 ー２ー 録音
４．音の分析 ー３ー 分析
５．音の分析 ー４ー まとめ
６．演奏の分析 ー１ー インストラクション
７．演奏の分析 ー２ー 取得
８．演奏の分析 ー３ー 分析
９．演奏の分析 ー４ー まとめ
１０．音楽の印象 ー１ー インストラクション
１１．音楽の印象 ー２ー 印象評価
１２．音楽の印象 ー３ー 分析
１３．音楽の印象 ー４ー まとめ
１４．全体討論
１５．まとめとフィードバック

◆準備学習の内容◆

特に無いが、普段から音楽や演奏の見つめ方に対する疑問や問題点について考えを深めて置く必要がある。

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み、実習内容や必要に応じて実施するレポートの状況などを考慮し、総合評価とする。
調査結果の発表会を行い、発表に対してフィードバックする。

◆授業目標◆

音楽や演奏について、新しい見つめ方について、レクチャーと実践を通して理解を深める。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGS703U

テーマ別演習BⅠ

三浦 雅展



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 講堂小ホール 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

ヘンデル：メサイア
ベーレンライター版ヴォーカルスコア（Bärenraiter vocal Score)が望ましいが、メサイアの楽譜をすでに持っている場合は、それを使用しても良
い。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

1）ガイダンス (授業の進め方について）
2）オラトリオ作品 ヘンデル作曲「メサイア」について ①ヘンデルの生涯とメサイア
3）オラトリオ作品 ヘンデル作曲「メサイア」について ②作品構成と台本作家ジェネンスにすいて
4）オラトリオ作品 ヘンデル作曲「メサイア」について ③テキストの出典とメサイアの英語について

以下、英語の発音と歌唱法を中心に。
5）テノールソロ Comfort ye, Comfort ye my people～Ev'ry valley shall be exalted
6）アルトソロ But who may abide the day of his coming
7）ソプラノソロ Rec. There were shepherds abiding in the field 
                       ～And the angel said unto them
8）バリトンソロ For behold, darkness shall cover the earth
                       ～The people that walked in darkness
9）ソプラノソロ Rejoice greatly, o daughter of Sion
10）二重唱 Then shall the eyes of the blind be open'd
                       ～He shall feed his flock like a shepherd
11）アルトソロ He was desoised
12）ソプラノソロ How beautiful are the feed of them
    バリトンソロ Why do the nations so furiously rage together

テノールソロ Thou shalt break them with a rod of iron
13）ソプラノソロ I know that my redeemer liveth 
14）メサイアの中の上記以外のソロの作品
15）まとめ （演奏発表）

実際には履修学生の声種や授業の流れによって、柔軟に発展させてゆく。

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げる内容について、事前の準備を行う事。

◆成績評価の方法◆

出席および授業への取り組み、演奏などからの総合的な評価。
随時、課題に対するフィードバックを行う。

◆授業目標◆

英語のテキストによるオラトリオおよび歌曲に関して、歴史的背景およびテキストを分析し、詩の解釈をもとに英語の歌唱技術を習得することを
目的とする。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGS703U

テーマ別演習BⅠ

英米歌曲およびオラトリオ研究

佐竹 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指定。及びレジュメを都度配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

音楽自体が様々な要素の化学反応の結果だとすれば、その音楽がさらに「何か」と化学反応を起こすということはどういうことか、見ていきま
す。

1.ガイダンス
2.無音の効用
3.音の高低及び強弱の効用
4.旋律と和音による効用
5.ベースラインの効用
6.楽曲構成の効用
7.調性の効用
8.空間の効用
9.記号性の効用
10.民族性の効用
11.不協和音の効用
12.楽器法の効用
13.オーケストレーションの効用
14.電子音と現実音の効用
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

映画音楽はもちろん、普段の生活の中で「用途のある音楽」についての興味を自覚的に持つこと。その興味を広げる活動（ウェブでのリサーチ
など）を日々行うこと。目安：週に数時間。

◆成績評価の方法◆

レポートの内容と授業への参加度により総合的に評価する。フィードバックは授業内で随時行う。

◆授業目標◆

古今東西の「音楽ではない何かのために」作られた音楽。それについての知見を深めることにより、音楽についてより多面的に考察できるよう
になる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGS703U

テーマ別演習BⅠ

映像と音楽

足本 憲治



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 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

実施内容に基づいて適宜指示する。

◆留意事項◆

例えば音の高さを知るために音叉を使っていた時代から、近年ではチューナーのような機械を使って調整するように、近代技術を用いる機会
が音楽の場にも増えてきている。このように、音楽と演奏者の関係は近年変化している。本演習では、参加者に演奏の新しい見つめ方に関す
る近年の手法を紹介し、受講生の興味と希望を勘案しながら、実施内容を決める。本演習を受講することで、音楽や演奏に対する新しい見つ
め方を学ぶことができる。
以下は授業内容の一例であるが、受講生の希望に応じて適宜調整する。

１．はじめに  音楽と演奏を見つめる方法の紹介
２．音の分析  ー１ー  インストラクション
３．音の分析  ー２ー  リタルダンドのラベリング
４．音の分析  ー３ー  分析
５．音の分析  ー４ー  まとめ
６．演奏の編集  ー１ー  インストラクション
７．演奏の編集  ー２ー  理想的なリタルダンドの作成
８．演奏の編集  ー３ー  音合成
９．演奏の編集  ー４ー  まとめ
１０．音楽の印象  ー１ー  インストラクション
１１．音楽の印象  ー２ー  印象評価
１２．音楽の印象  ー３ー  分析
１３．音楽の印象  ー４ー  まとめ
１４．全体討論
１５．まとめとフィードバック

◆準備学習の内容◆

特に無いが、普段から音楽や演奏の見つめ方に対する疑問や問題点について考えを深めて置く必要がある。

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み、実習内容や必要に応じて実施するレポートの状況などを考慮し、総合評価とする。
調査結果の発表会を行い、発表に対してフィードバックする。

◆授業目標◆

音楽や演奏について、新しい見つめ方について、レクチャーと実践を通して理解を深める。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MGS704U

テーマ別演習BⅡ

三浦 雅展



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指定する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

1）イギリス芸術歌曲 その時代背景と歴史
2）歴史上の主な作曲家について系譜を辿る
3）H.Purcell の作品について
4）20世紀以前に活躍した作曲家の作品について（H.R.Bishop, A.Sullivan, C.Parry など）
5）W.Shakespeareを台本とした歌曲作品について
6）R.Quilterの作品について
7）R.Vaughan Wikkiams の歌曲作品について
8）その他、B.Brittenなどのイギリスの作曲家作品について
9）アメリカ芸術歌曲 その時代背景と歴史
10）S.Barber の歌曲作品について
11）S.Barber の歌曲作品について（その2）
12）A.Copland の歌曲作品について
13）G.C.Menotti および L.Bernstein の歌曲作品について （D.Argentoなど）
14）その他、アメリカの作曲家作品について
15）まとめ（演奏発表）

実際には履修学生の声種や授業の流れによって、柔軟に発展させてゆく。

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げる内容について、事前の準備を行う事。

◆成績評価の方法◆

出席および授業への取り組み、演奏などからの総合的な評価。
随時、課題に対するフィードバックを行う。

◆授業目標◆

英語のテキストによるオラトリオおよび歌曲に関して、歴史的背景およびテキストを分析し、詩の解釈をもとに英語の歌唱技術を習得することを
目的とする。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MGS704U

テーマ別演習BⅡ

英米歌曲およびオラトリオ研究

佐竹 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 6-101 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指定。及びレジュメを都度配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期を踏まえ、実際の作品の視聴・分析を通じ、より理解を深めます。

1.ドイツリートに見るドラマの表現
2.オペラに見るドラマの表現
3.ミュージカルに見るドラマの表現
4.映画におけるカット割りと音楽
5.映画音楽に見るドラマの表現
6.映画音楽制作の現場（ゲストスピーカー）
7.その他の映像作品に見るドラマの表現
8.CM音楽に見る様々な表現
9.生演奏による映像付随音楽
10.生演奏による映像付随音楽の現場（ゲストスピーカー）
11.舞台作品の音楽
12.学生による発表とディスカッション１（映像と作曲語法）
13.学生による発表とディスカッション２（楽器と演出法）
14.学生による発表とディスカッション３（コンピュータの使用と演出法）
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

映画音楽はもちろん、普段の生活の中で「用途のある音楽」についての興味を自覚的に持つこと。その興味を広げる活動（ウェブでのリサーチ
など）を日々行うこと。目安：週に数時間。

◆成績評価の方法◆

発表の内容とディスカッションへの参加度、授業への参加度により総合的に評価する。フィードバックは授業内で随時行う。

◆授業目標◆

古今東西の「音楽ではない何かのために」作られた音楽。それについての知見を深めることにより、音楽についてより多面的に考察できるよう
になる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MGS704U

テーマ別演習BⅡ

映像と音楽

足本 憲治



ナンバリング

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３ 単位数 1単位

備考

特になし

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし（適宜プリント配布）

◆参考図書◆

吉成順『知って得するエディション講座』（音楽之友社）など

◆留意事項◆

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

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

授業はほぼ以下のように進められます。

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

各自の研究発表を授業内で講評するとともに、授業への貢献度を加味して評価します。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL701U

エディション研究A

吉成 順



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

楽譜制作ソフトの入ったパソコンを持っていると、実際に音を鳴らして確認できるので作業と発表が楽になりますが、必須ではありません（手書
きでも可）。教員はSibeliusを使用します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

Editionsrichtlinien Musik, hrsg. von Bernhard R. Appel und Joachim Veit unter Mitarbeit von Annette Landgraf, Kassel: Bärenreiter 2000.

◆留意事項◆

この授業では、実際に一次史料（作品が作曲された当時の手稿譜や出版楽譜）から批判版楽譜を作成しながら、楽譜校訂のノウハウを学び
ます。むろん楽譜テキストの作成だけでなく、史料の検索方法、史料の評価、そして校訂報告の作成まで、批判版楽譜の校訂に関わる作業を
実際に行ってもらいます。

今年度は国立音楽大学図書館の所蔵している貴重書を中心に、ベートーヴェンの交響曲の歴史的な室内楽編曲楽譜を批判版として校訂す
る予定です。基本的に「一人最低一楽章」を目安に分担を決めて、最終的に共同で１つの作品の批判版楽譜を完成させることを目標としま
す。

受講生には担当部分の楽譜を事前に作成してきてもらい、問題点などを発表してもらいます。授業ではそれをもとにして、他の受講生も含め
たディスカッションを行い、共同で問題解決に当たります。なお受講者が多い場合にはグループワークになることがあります。

第1回 さまざまな出版楽譜とその違い、割り振りの決定
第2回 批判版楽譜の構成
第3回 校訂対象作品の概要
第4回 RISMを用いた手稿史料の調査
第5回 史料の記述と評価
第6回 とりあえず楽譜を作ってみる：校訂方針の決定
第7回  校訂報告の書き方
第8回  校訂実践①：学生Aによる発表
第9回  校訂実践②：学生Bによる発表
第10回  校訂実践③：学生Cによる発表
第11回 校訂実践④：学生Dによる発表
第12回 校訂実践⑤：学生Eによる発表
第13回 校訂実践⑥：学生Fによる発表
第14回 序文 全体の構成確認 レイアウティング

◆準備学習の内容◆

校訂実践以外の部分でも宿題を出すので、授業までに終わらせて持ってくること（目安１時間）。
自分の担当部分に関しては必ず楽譜と校訂報告を作成して、内容を発表できるように準備をし、議論すべき点をまとめてくること（全体で目安
６時間程度）。
自分の担当外の部分でも史料に目を通し、どのような問題点がありうるか考えておくこと（目安１時間）。

◆成績評価の方法◆

発表の内容、最終的に提出された校訂楽譜および校訂報告、議論への参加度を加味して評価します。発表内容に関しては授業内でフィード
バックし、最終的に提出された楽譜および校訂報告は添削して返却します。

◆授業目標◆

実際にエディションを作成することを通じて、楽譜校訂の手順および校訂上の様々な問題とその解決方法を学び、他者が作成したエディション
を読み解けるようになるとともに、自らのエディション選択に役立てることができるようになる。

◆授業形態◆

オンラインで行います。具体的な方法については学期開始後に教員から連絡します。

◆授業内容・計画◆

MGL702U

エディション研究B

佐藤 康太



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０６

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

適宜指示します

◆留意事項◆

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

第1回 ガイダンス
第2回 過去の研究報告を批評する
第3回 文献調査法
第4回 発想法
第5回 明快な文章
第6回 レファレンス・ツール
第7回 音楽事典の比較(1)：ニューグローヴ音楽大事典
第8回 音楽事典の比較(2)：ＭＧＧ、平凡社など
第9回 文献表作成(1)：日本語文献
第10回 文献表作成(2)：外国語文献
第11回 主要文献の解題
第12回 主要文献の批評
第13回 テーマの絞り込み
第14回 来年度までの研究計画
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

個別発表の内容を授業内で講評するとともに、授業への貢献度を加味して評価します。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

音楽理論･ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ(2年生)

吉成 順



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０７

講義室 5-304（研究室） 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

グループレッスンにするか，あるいは個人レッスンに分割するかは，相談の上決定する．関連技術の調査のために，学外での学会に参加し聴
講することがある．

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜指定する

◆参考図書◆

適宜指示する

◆留意事項◆

１．課題研究の目的
２．先行研究の調査法
３．関連技術の調査
４．関連技術のまとめ
５．関連技術の発表資料の作成
６．関連技術の発表
７．関連技術の討論
８．先行研究（１）の調査
９．先行研究（１）の発表資料の作成
１０．先行研究（１）の発表
１１．先行研究（１）の討論
１２．中間報告資料の方針決定
１３．中間報告資料の作成
１４．中間報告資料の発表
１５．全体討論

◆準備学習の内容◆

自身の課題研究に関連する技術や研究などをまとめておくこと．

◆成績評価の方法◆

授業への取組と研究発表の成果を評価する
適宜講評する

◆授業目標◆

課題研究を学術論文の体裁に従ってまとめる．また，クラス内での発表を通して自らの発表力を身に着け，ディスカッション力を向上させる．

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽(2年生)

三浦 雅展



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 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

◆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◆

以下は予定。進行状況により、順番と回数は変更することもある。

第１回： 研究課題に見つけ方、基本的な文献の探し方について

第２回： 先行研究に関する調査・読解と発表（１）国内外の文献へのアプローチ

第３回： 先行研究に関する調査・読解と発表（２）調査の方法

第４回： 先行研究に関する調査・読解と発表（３）調査結果のまとめ

第５回： 先行研究に関する調査・読解と発表（４）文献の読み解き方

第６回： 先行研究に関する調査・読解と発表（５）文献の引用の仕方

第７回： 研究状況の発表

第８回： 研究発表（１）研究対象を明確にする

第９回： 研究発表（２）研究方法を考える

第１０回： 研究発表（３）研究方法を洗練する

第１１回： 研究発表（４）調査結果を分析する

第１２回： 研究発表（５）楽曲等を分析する

第１３回： 研究発表（６）分析から結果を導き出す

第１４回： レポート作成に向けたまとめ

第１５回： 授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

自らの研究課題にそって、先行研究論文を読解し、楽曲の分析等を行う

◆成績評価の方法◆

授業内の発表と講評、レポートを総合して評価する

◆授業目標◆

研究の基本的な方法を身につけ、自らの課題を絞り込む

◆授業形態◆

オンライン（リアルタイム）

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

作品創作

白石 美雪



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 5-303（研究室） 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

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

◆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◆

「研究法Ⅰ」の流れを引き継ぎ、着実に執筆を進めてゆく。

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

・個人発表の内容
・発表内容に対しては毎回、詳細な講評を行う。

◆授業目標◆

秋の研究報告（ないし修士論文）の提出に向けて着実に準備を進める。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL704N

研究法Ⅱ

オペラ

友利 修



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 5-303（研究室） 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

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

◆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◆

「研究法Ⅰ」の流れを引き継ぎ、着実に執筆を進めてゆく。

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

・個人発表の内容
・発表内容に対しては毎回、詳細な講評を行う。

◆授業目標◆

秋の研究報告（ないし修士論文）の提出に向けて着実に準備を進める。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL704N

研究法Ⅱ

歌曲

友利 修



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 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

特になし

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

随時指示する。

◆留意事項◆

１．ガイダンス 
２．「研究報告」モデルを読む
３．「研究報告」の部分発表 （１）学生グループA 第1回
４．「研究報告」の部分発表 （２）学生グループB第1回
５．「研究報告」の部分発表 （３）学生グループC第1回
６．「研究報告」の部分発表 （４）学生グループA第2回
７．「研究報告」の部分発表 （５）学生グループB第2回
８．「研究報告」の部分発表 （６）学生グループC第2回
９．「研究報告」の部分発表 （７）学生グループA第3回
１０．「研究報告」の部分発表 （８）学生グループB第3回
１１．「研究報告」の部分発表 （９）学生グループC第3回
１２．「研究報告」の部分発表 （１０）学生グループA第4回
１３．「研究報告」の部分発表 （１１）学生グループB第4回
１４．「研究報告」の部分発表 （１２）学生グループC第4回
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

自らの「研究報告」の作成

◆成績評価の方法◆

発表の内容およびディスカッションへの貢献度（毎回、講評する）

◆授業目標◆

1. 充実した「研究報告」を完成させる。2. 他者の「研究報告」を論評できる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL704N

研究法Ⅱ

鍵盤楽器

瀬尾 文子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０４

講義室 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

特になし

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

随時指示する。

◆留意事項◆

１．ガイダンス 
２．「研究報告」モデルを読む
３．「研究報告」の部分発表 （１）学生グループA 第1回
４．「研究報告」の部分発表 （２）学生グループB第1回
５．「研究報告」の部分発表 （３）学生グループC第1回
６．「研究報告」の部分発表 （４）学生グループA第2回
７．「研究報告」の部分発表 （５）学生グループB第2回
８．「研究報告」の部分発表 （６）学生グループC第2回
９．「研究報告」の部分発表 （７）学生グループA第3回
１０．「研究報告」の部分発表 （８）学生グループB第3回
１１．「研究報告」の部分発表 （９）学生グループC第3回
１２．「研究報告」の部分発表 （１０）学生グループA第4回
１３．「研究報告」の部分発表 （１１）学生グループB第4回
１４．「研究報告」の部分発表 （１２）学生グループC第4回
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

自らの「研究報告」の作成

◆成績評価の方法◆

発表の内容およびディスカッションへの貢献度（毎回、講評する）

◆授業目標◆

1. 充実した「研究報告」を完成させる。2. 他者の「研究報告」を論評できる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL704N

研究法Ⅱ

伴奏

瀬尾 文子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０５

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

第1回 3月までの経過報告
第2回 テーマの絞り込みと文献調査
第3回 テーマの絞り込みと検討
第4回 テーマ決定
第5回 研究と経過報告：グループ1
第6回 研究と経過報告：グループ2
第7回 研究と経過報告：グループ3
第8回 研究のまとめ
第9回 研究報告の構成
第10回 研究報告執筆(1)：アウトライン
第11回 研究報告執筆(2)：目的と先行研究
第12回 研究報告執筆(3)：研究の具体的内容
第13回 研究報告執筆(4)：結論
第14回 文献表作成
第15回 研究報告の完成

◆準備学習の内容◆

目標を設定して研究を進め、進捗状況をレポートとしてまとめておいてください。

◆成績評価の方法◆

個別発表の内容を授業内で講評するとともに授業への貢献度を加味して評価します。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL704N

研究法Ⅱ

弦管打楽器

吉成 順



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０６

講義室 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

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

第1回 8月までの経過報告
第2回 研究経過報告：グループ1
第3回 研究経過報告：グループ2
第4回 研究経過報告：グループ3
第5回 再調査と修正：グループ1
第6回 再調査と修正：グループ2
第7回 再調査と修正：グループ3
第8回 研究のまとめ
第9回 研究報告の構成
第10回 研究報告執筆(1)：アウトライン
第11回 研究報告執筆(2)：目的と先行研究
第12回 研究報告執筆(3)：研究の具体的内容
第13回 研究報告執筆(4)：結論
第14回 文献表作成
第15回 研究報告の完成

◆準備学習の内容◆

目標を設定して研究を進め、進捗状況をレポートとしてまとめておいてください。

◆成績評価の方法◆

個別発表の内容を授業内で講評するとともに授業への貢献度を加味して評価します。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MGL704N

研究法Ⅱ

音楽理論･ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ(2年生)

吉成 順



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０７

講義室 5-304（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

グループレッスンにするか，あるいは個人レッスンに分割するかは，相談の上決定する．関連技術の調査のために，学外での学会に参加し聴
講することがある．また，自らの研究成果を学外の学会で発表をすることがある．

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜指定する

◆参考図書◆

適宜指示する

◆留意事項◆

１．課題研究のテーマの選定
２．課題研究のテーマの決定
３．先行研究（２）の調査
４．先行研究（２）の発表資料の作成
５．先行研究（２）の発表
６．先行研究（２）の討論
７．目次の決定
８．第２章の執筆
９．第３章の執筆
１０．中間報告
１１．第４章の執筆
１２．第５章の執筆
１３．第１章，第６章の執筆
１４．目次の完成
１５．全体討論

◆準備学習の内容◆

自身の課題研究に関連する技術や研究などをまとめておくこと．

◆成績評価の方法◆

授業への取組と研究発表の成果を評価する
適宜講評する

◆授業目標◆

課題研究を学術論文の体裁に従ってまとめる．また，クラス内での発表を通して自らの発表力を身に着け，ディスカッション力を向上させる．

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MGL704N

研究法Ⅱ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽(2年生)

三浦 雅展



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０８

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

◆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◆

以下は予定。進行状況により、順番と回数は変更する可能性がある。

第１回： 研究状況の報告

第２回： 研究テーマをさらに掘り下げる方法を検討（１）より広範な参考文献を読む

第３回： 研究テーマをさらに掘り下げる方法を検討（２）より幅広い調査を行う

第４回： 研究テーマをさらに掘り下げる方法を検討（３）より多角的に議論を展開する

第５回： 各自の研究発表・討論（１）研究テーマについて

第６回： 各自の研究発表・討論（２）研究対象について

第７回： 各自の研究発表・討論（３）研究方法について

第８回： 各自の研究発表・討論（４）分析結果について

第９回： 個別の指導、レポート内容の検討（１）目次の作成

第１０回： 個別の指導、レポート内容の検討（２）的確な問題提起

第１１回： 個別の指導、レポート内容の検討（３）議論の全体構成

第１２回： 個別の指導、レポート内容の検討（４）分析結果の効果的な表示

第１３回： 個別の指導、レポート内容の検討（５）註釈と文献表

第１４回： レポート作成のための検討

第１５回： 授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

各自の研究を深めるため、先行研究の読解や分析等を行う

◆成績評価の方法◆

授業内の発表と講評、レポートを総合して評価する。

◆授業目標◆

課題研究の基本的な部分を書き上げる

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL704N

研究法Ⅱ

作品創作

白石 美雪



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-303（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

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

◆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◆

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

○各回の概要（予定）
第１回 導入：研究報告とはなにか、発表の分担
第２回 個人発表（１）学生Ａ，Ｂの発表
第３回 個人発表（２）学生Ｃ，Ｄの発表
第４回 個人発表１回目のまとめ
第５回 資料の調べ方について
第６回 個人発表（５）学生Ａ，Ｂの２回目の発表
第７回 個人発表（６）学生Ｃ，Ｄの２回目の発表
第８回 個人発表２回目のまとめ		

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

・個人発表の内容
・学期末レポート（コメントを付けて返却）

内容：12,000字以上の中間報告。表題、目次、参考文献表を付けること（ただし、これらは字数に含めない）。
提出期限：2019年１月14日（月）17:00まで。
提出先：音楽学研究室（5-203室）		

◆授業目標◆

専門領域に即した研究課題を決定し、研究計画を練り、中間報告を提出する。			

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

オペラ

友利 修



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 5-303（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

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

◆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◆

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

○各回の概要（予定）
第１回 導入：研究報告とはなにか、発表の分担
第２回 個人発表（１）学生Ａ，Ｂの発表
第３回 個人発表（２）学生Ｃ，Ｄの発表
第４回 個人発表１回目のまとめ
第５回 資料の調べ方について
第６回 個人発表（５）学生Ａ，Ｂの２回目の発表
第７回 個人発表（６）学生Ｃ，Ｄの２回目の発表
第８回 個人発表２回目のまとめ		

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

・個人発表の内容
・学期末レポート（コメントを付けて返却）

内容：12,000字以上の中間報告。表題、目次、参考文献表を付けること（ただし、これらは字数に含めない）。
提出期限：2019年１月14日（月）17:00まで。
提出先：音楽学研究室（5-203室）		

◆授業目標◆

専門領域に即した研究課題を決定し、研究計画を練り、中間報告を提出する。			

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

歌曲

友利 修



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

なし			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

随時指示する			

◆留意事項◆

１．ガイダンス
２．ゆるやかなテーマ設定／関連資料の検索と収集
３．資料調査の報告 （１） 学生グループA
４．資料調査の報告 （２） 学生グループB
５．テーマを絞る／さらなる先行研究の検索と収集
６．「研究報告」大まかな計画の発表 （１） 学生グループA
７．「研究報告」大まかな計画の発表 （２） 学生グループB
８．まとめ			

◆準備学習の内容◆

発表のための調査およびハンドアウト作成			

◆成績評価の方法◆

発表内容およびディスカッションへの貢献度（毎回、講評する）			

◆授業目標◆

1. 専門的な音楽学研究の方法を知る。 2. 自分のテーマをみつけ、次年度9月提出の「研究報告」作成の見通しを立てる。3. 調査・考察の一歩
を踏み出す。			

◆授業形態◆

対面（状況次第でオンラインの可能性あり）

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

鍵盤楽器

瀬尾 文子



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 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

なし			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

随時指示する			

◆留意事項◆

１．ガイダンス
２．ゆるやかなテーマ設定／関連資料の検索と収集
３．資料調査の報告 （１） 学生グループA
４．資料調査の報告 （２） 学生グループB
５．テーマを絞る／さらなる先行研究の検索と収集
６．「研究報告」大まかな計画の発表 （１） 学生グループA
７．「研究報告」大まかな計画の発表 （２） 学生グループB
８．まとめ

◆準備学習の内容◆

発表のための調査およびハンドアウト作成			

◆成績評価の方法◆

発表内容およびディスカッションへの貢献度（毎回、講評する）			

◆授業目標◆

1. 専門的な音楽学研究の方法を知る。 2. 自分のテーマをみつけ、次年度9月提出の「研究報告」作成の見通しを立てる。3. 調査・考察の一歩
を踏み出す。			

◆授業形態◆

対面（状況次第でオンラインの可能性あり）

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

伴奏

瀬尾 文子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０５

講義室 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

適宜指示します

◆留意事項◆

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

第1回  ガイダンス
第2回  過去の研究報告を批評する
第3回  文献調査法
第4回  発想法
第5回  明快な文章
第6回  レファレンス・ツール
第7回  来年度までの研究計画
第8回  まとめ

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

個別発表の内容を授業内で講評するとともに、授業への貢献度を加味して評価します。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

弦管打楽器

吉成 順



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 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 金１ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

適宜指示します

◆留意事項◆

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

第1回  ガイダンス
第2回  過去の研究報告を批評する
第3回  文献調査法
第4回  発想法
第5回  明快な文章
第6回  レファレンス・ツール
第7回  来年度までの研究計画
第8回  まとめ

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

個別発表の内容を授業内で講評するとともに、授業への貢献度を加味して評価します。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

音楽理論･ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ(1年生)

吉成 順



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 5-304（研究室） 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

グループレッスンにするか，あるいは個人レッスンに分割するかは，相談の上決定する．関連技術の調査のために，学外での学会に参加し聴
講することがある．  		

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜指定する  		

◆参考図書◆

適宜指定する  		

◆留意事項◆

１．課題研究の目的		
２．先行研究の調査法		
３．関連技術の調査		
４．関連技術のまとめ		
５．関連技術の発表資料の作成		
６．中間報告資料の作成		
７．中間報告資料の発表		
８．全体討論  		

◆準備学習の内容◆

自身の課題研究に関連する技術や研究などをまとめておくこと．  		

◆成績評価の方法◆

授業への取組と研究発表の成果を評価する		
適宜講評する  		

◆授業目標◆

課題研究を学術論文の体裁に従ってまとめる．また，クラス内での発表を通して自らの発表力を身に着け，ディスカッション力を向上させる．  

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MGL703N

研究法Ⅰ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽(1年生)

三浦 雅展



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-02 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

コンピュータを始めとする電子テクノロジーとアコースティック楽器を組み合わせるライブエレクトロニクスは、近年においてもはや特殊なもので
はなくなり、レパートリーとして一般化しつつある。この授業は、主に演奏専攻学生と作曲専攻学生の履修を想定し、ライブエレクトロニクス作
品を独力で上演するために必要最低限の技能を身に付けることを目的としている。

独奏楽器とコンピュータのためにコート・リッピが作曲した「Music」シリーズ（https://www.cortlippe.com/compositions.html）を主な題材とし、ラ
イブエレクトロニクス作品のコンセプトを学んだ上で、上演に関わる技術を総合的に修得する。初学者は、マイクロフォンやミキサーなど音響機
器のセットアップや楽曲パッチ（コンピュータ・プログラム）の基本的な操作方法を学び、経験者はパッチの仔細な分析を行う。その後、上演まで
のプロセスを段階的に検討し、授業内で実際に演奏して評価し合い、困難や問題点を顕在化させる。

以下の授業計画は、履修学生の指向や進捗に応じて変更となる可能性がある。

1）ガイダンス
2）ライブエレクトロニクス作品のコンセプト
3）「Music」シリーズ試聴
4）パッチのアーキテクチャ
5）音響セットアップ
6）演奏におけるパッチ操作
7）中間報告
8）パッチ分析1前半
9）パッチ分析2後半
10）リハーサルでのチェックポイント
11）リハーサル1前半
12）リハーサル2後半
13）成果発表1前半
14）成果発表2後半
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習のほか、積極的に自主リハーサルを行うこと。目安週1時間以上。

◆成績評価の方法◆

授業内実習、および最終成果発表で評価する。フィードバックは授業内で随時、および最終成果発表後に行う。

◆授業目標◆

ライブエレクトロニクス作品の上演に関わる諸技術を修得し、演奏できる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS733N

ライブ・エレクトロニクス実習

今井 慎太郎



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-01 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

この授業は主に英語で行う。だが、高度な英語力は必要としなく、学生のニーズに授業課題のための求められた英語力レベルは適合する。学
生の研究目標に合わせ、仏文も独文も検討することも可能。
専攻に関わらず全学の大学院生の参加をぜひ歓迎する。
Primary language of instruction will be in English; required proficiency level will be adjusted to students’ abilities. Depending on student 
interest, it is possible for inquiry to be expanded to include also research conducted in French and/or German.
Graduate students from all school departments are welcome to participate regardless of specialty.

◆教科書（使用テキスト）◆

 無し

◆参考図書◆

T. Herbert. Music in Words: A Guide to Researching and Writing about Music (Oxford University Press, 2009)
D. K. Holoman. Writing about Music: A Style Sheet, 3rd Edition (University of California Press, 2014) 
L. J. Sampsel. Music Research: A Handbook, 2nd Edition (Oxford University Press, 2015)
K. L. Turabian et al. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago Style for students and researchers, 8th 
Edition (University of Chicago Press, 2013)
その他

◆留意事項◆

この授業では、作曲技法や奏法に関する実技的な問題点も、音楽の分析や解釈等に関する理論的問題点も含む英語で行われている音楽研
究の現在的なトレンドを検討する。これらの問題点を探りながら、学生は英語で行った音楽研究を読解できるようになることの上、英文の読み
書き能力や考察力を高めるようになる。学生の研究目標に合わせ、仏文も独文も検討することも可能。

In this class we will investigate current trends in music research in English, including practical issues related to music composition and 
performance practice, as well as more theoretical issues related to music analysis, interpretation, and aesthetics. As we explore these issues, 
students will develop their writing and critical thinking skills, as well as gain the ability to understand and apply research about music 
conducted in English. Depending on student interest, it is possible for inquiry to be expanded to include also research conducted in French 
and/or German.

As a result of activities in the spring semester, students will be able [1] to read academic articles (in English) related to the areas of music 
composition, analysis, performance, and interpretation; [2] to identify the main arguments and key points raised in a piece of academic writing; 
and [3] to evaluate and critique the contents of an academic article. Students will be able to write effective summaries of articles using their 
own words (in English), as well as discuss and debate research topics (in English).

1)序説、英語で行なっている音楽研究について Introduction and overview 
2)論文の一般構造、段落の一般構造について Basic structure of academic writing in English
3)論文の本論について、構造の比較 Comparison of methods and approaches
4)論文の参考文献、参考文献の探し方 Common styles for references and citation
5)学術論文の読み方 Reading an academic article in English (practice and discussion)
6)読書論点についてのディスカッショ ン 	Finding the main points in an academic article
7)学術論文の読書 Reading practice
8)読書論点



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-01 開講学期 後期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

この授業は主に英語で行う。だが、高度な英語力は必要としなく、学生のニーズに授業課題のための求められた英語力レベルは適合する。学
生の研究目標に合わせ、仏文も独文も検討することも可能。
専攻に関わらず全学の大学院生の参加をぜひ歓迎する。
Primary language of instruction will be in English; required proficiency level will be adjusted to students’ abilities. Depending on student 
interest, it is possible for inquiry to be expanded to include also research conducted in French and/or German.
Graduate students from all school departments are welcome to participate regardless of specialty.

◆教科書（使用テキスト）◆

 無し

◆参考図書◆

T. Herbert. Music in Words: A Guide to Researching and Writing about Music (Oxford University Press, 2009)
D. K. Holoman. Writing about Music: A Style Sheet, 3rd Edition (University of California Press, 2014) 
L. J. Sampsel. Music Research: A Handbook, 2nd Edition (Oxford University Press, 2015)
K. L. Turabian et al. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago Style for students and researchers, 8th 
Edition (University of Chicago Press, 2013)
その他

◆留意事項◆

この授業では、作曲技法や奏法に関する実技的な問題点も、音楽の分析や解釈等に関する理論的問題点も含む英語で行われている音楽研
究の現在的なトレンドを検討する。これらの問題点を探りながら、学生は英語で行った音楽研究を読解できるようになることの上、英文の読み
書き能力や考察力を高めるようになる。学生の研究目標に合わせ、仏文も独文も検討することも可能。

In this class we will investigate current trends in music research in English, including practical issues related to music composition and 
performance practice, as well as more theoretical issues related to music analysis, interpretation, and aesthetics. As we explore these issues, 
students will develop their writing and critical thinking skills, as well as gain the ability to understand and apply research about music 
conducted in English. Depending on student interest, it is possible for inquiry to be expanded to include also research conducted in French 
and/or German.

As a result of activities in the fall semester, students will be able to write a research proposal (in English) and lay the foundations for carrying 
out their own research project. Students will be able to locate and properly document (in English) sources for information relevant to a 
chosen topic, as well as summarize and synthesize (in English) research data and other information from a variety of sources.

第1回目：序説、トピックの	決定 Introduction and selection of topics
第2回目：参考文献の収集 Collecting sources
第3回目：参考文献の書き方 Writing a bibliography
第4回目：参考文献（引用と参照）Review of collecting and citing sources
第5回目：問題点・論点の収集 Gathering the issues
第6回目：論文の書き方（先行研究について）Writing the background section
第7回目：論文の書き方（研究方法について）Writing about research methods
第8回目：論文の書き方（序論・目的・意図について）Writing the introduction (Thesis statement)
第9回目：研究の提案書 Writing a research proposal in English
第10回目： 提案書の復習 Review of research proposals
第11回目：



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

 毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

第１回 オリエンテーション （授業の目的・進め方）
第２回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１）フォーレ前期歌曲を2曲
第３回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（２）2回目の復習
第４回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（３）3回目の復習及び別のフォーレ前期歌曲2曲
第５回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（４）4回目の復習
第６回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（５）4回目の復習及びモーツァルトのオペラのアリア1曲
第７回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（６）5回目の復習
第８回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（７）ドビュッシー歌曲2曲とモーツァルトのアリア1曲
第９回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（８）7回目の復習
第１０回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（９）別のドビュッシー歌曲2曲 
第１１回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１０）9回目の復習
第１２回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１１）フォーレ中期の歌曲2曲
第１３回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１２）11回目の復習
第１４回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１３）今迄の全曲の通し
第１５回 クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

毎日１時間以上の練習をすること

◆成績評価の方法◆

毎回の演習時に講評としてフィードバックする

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVP701N

声楽演習Ⅰ

（Ｖ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

 毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

第１回 オリエンテーション （授業の目的・進め方）
第２回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１)フォーレ中期歌曲3曲
第３回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（２）1回目の復習
第４回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（３）2回目の復習及びモーツアルトの歌曲2曲
第５回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（４）3回目の復習
第６回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（５）アーンの歌曲2曲
第７回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（６）5回目の復習
第８回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（７）別のアーンの歌曲2曲
第９回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（８）7回目の復習
第１０回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（９）オペラアリア1曲とモーツアルトの歌曲2曲
第１１回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１０）9回目の復習
第１２回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１１）10回目の復習
第１３回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１２）今まで取り上げた歌曲の復習
第１４回 身体を使い発声練習

古典から、近代に至るオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１３）今まで取り上げた歌曲の復習
第１５回 クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

毎日１時間以上の練習をすること

◆成績評価の方法◆

毎回の演習時に講評としてフィードバックする

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MVP702N

声楽演習Ⅱ

（Ｖ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

第１回 オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回  身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１）学生が取り上げたテーマの歌曲２曲
第３回   身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（２）2回目の復習
第４回   身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（3）2回目と別の歌曲及びオラトリオ1曲
第５回   身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（４）4回目の復習
第６回   身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（５）4回目と別の歌曲2曲及びモーツァルトのアリア1曲
第７回   身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（６）6回目の復習
第８回   身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（７）6回目と別の2曲とオラトリオ1曲
第９回   身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（８） 8回目の復習
第１０回 身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（９）8回目と別の2曲とモーツァルトのアリア
第１１回 身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１０）10回目の復習
第１２回 身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１１）11回目の復習
第１３回 身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１２） 今まで取り上げた曲の復習
第１４回 身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

       修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ（１３） 今まで取り上げた曲の復習
第１５回 クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示。
宿題とされた曲について日本語訳をし、発音記号を明記すること。その後実技練習をして授業に備えること。

◆成績評価の方法◆

レッスン中に課題を常にフィードバックすると共に、総合的に成績評価する。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVP703N

声楽演習Ⅲ

（Ｖ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回   身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（１）前期に取り上げた歌曲の復習
第３回    身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（２）モーツァルトのアリア及びオラトリオ2曲
第４回    身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（３）3回目の復習
第５回    身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（４）学生のテーマに沿った歌曲（前期に取り上げた曲目）3
曲
第６回    身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（５）5回目の復習
第７回    身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（６）今までに取り上げた歌曲の復習
第８回    身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（７）今までに取り上げたオラトリオ曲の復習
第９回    身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（８）7回目の復習
第１０回  身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（９）8回目の復習
第１１回  身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（１０）今までに取り上げたオラトリオ曲と歌曲の復習
第１２回  身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（１１）今までに取り上げたオラトリオ曲と歌曲の復習
第１３回  身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
        修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（１２）今までに取り上げたオラトリオ曲と歌曲の復習
第１４回  身体を使い発声練習：大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。

  修了演奏を視野に入れて 古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。（１３）今までに取り上げたオラトリオ曲と歌曲の復習
第１５回 クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示。
宿題とされた曲について日本語訳をし、発音記号を明記すること。その後実技練習をして授業に備えること。

◆成績評価の方法◆

実技試験は複数の教員で採点し、成果を総合的に評価する。
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MVP704N

声楽演習Ⅳ

（Ｖ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし。

◆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◆

第１回 オリエンテーション（授業の目的・進め方）

第２回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習① レチタティーヴォセッコ）

第３回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習② アリア中心）

第４回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習③ 小アンサンブル）

第５回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習④ 大アンサンブル（フィナーレなど））

第６回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古① 演出家より演出プラン確認）

第７回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古② 荒立ち）

第８回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古③ 小アンサンブルの立ち稽古）

第９回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古④ 大アンサンブルの立ち稽古）

第１０回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古⑤ フィナーレ部分の立ち稽古）

第１１回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古⑥ 通し稽古）

第１２回 モーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古⑦ ゲネプロ）

第１３回 前期試演会に向けて（通し稽古）

第１４回 前期試演会に向けて（ゲネプロ）

第１５回 前期試演会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示。
課題を解決するために、毎日曲を聴いたり、実技練習をしたりして授業にそなえること。（目安毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

成果を総合的に評価する。
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

オペラを演奏するために必要な音楽表現及び舞台表現を演習を通して学ぶ。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS701N

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅰ

岩森 美里, 加納 悦子, 黒田 博, 澤畑 恵美, 福井 敬, 中村 敬一, 安部 克彦, 佐藤 宏



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし。

◆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◆

第１回 ドイツ語のオペラ作品演習（音楽練習① ドイツ語について）

第２回 ドイツ語のオペラ作品演習（音楽練習② 台詞部分の発音指導）

第３回 ドイツ語のオペラ作品演習（音楽練習③ 音楽部分の発音指導）

第４回 ドイツ語のオペラ作品演習（音楽練習④ 小アンサンブル）

第５回 ドイツ語のオペラ作品演習（音楽練習⑤ 大アンサンブル、フィナーレ）

第６回 ドイツ語のオペラ作品演習（立ち稽古① 演出家より演出プラン確認）

第７回 ドイツ語のオペラ作品演習（立ち稽古② 荒立ち）

第８回 ドイツ語のオペラ作品演習（立ち稽③ 小アンサンブルの立ち稽古）

第９回 ドイツ語のオペラ作品演習（立ち稽④ 大アンサンブルの立ち稽古）

第１０回 ドイツ語のオペラ作品演習（立ち稽古⑤ フィナーレ部分の立ち稽古）

第１１回 ドイツ語のオペラ作品演習（立ち稽古⑥ 通し稽古）

第１２回 ドイツ語のオペラ作品演習（立ち稽古⑦ ゲネプロ）

第１３回 後期試演会に向けて（通し稽古）

第１４回 後期試演会に向けて（ゲネプロ）

第１５回 後期試演会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。
課題を解決するために、毎日曲を聴いたり、実技練習をしたりして授業にそなえること。（目安毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

成果を総合的に評価する。 
 
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MVS702N

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅱ

岩森 美里, 加納 悦子, 黒田 博, 澤畑 恵美, 福井 敬, 中村 敬一, 安部 克彦, 佐藤 宏



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示。

◆参考図書◆

授業内で指示。

◆留意事項◆

第１回 オリエンテーション（授業の目的・進め方）

第２回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習① レチタティーヴォセッコ）

第３回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習② アリア中心）

第４回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習③ 小アンサンブル）

第５回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習④ 大アンサンブル（フィナーレなど）

第６回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古① 演出家より演出プラン確認）

愛７回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古② 荒立ち）

第８回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古③ 小アンサンブルの立ち稽古）

第９回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古④ 大アンサンブルの立ち稽古）

第１０回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古⑤ フィナーレ部分の立ち稽古）

第１１回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古⑥ 通し稽古）

第１２回 大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古⑦ ゲネプロ）

第１３回 オペラ研究授業発表会に向けて（通し稽古）

第１４回 オペラ研究授業発表会に向けて（ゲネプロ）

第１５回 オペラ研究授業発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示。
課題を解決するために、毎日曲を聴いたり、実技練習をしたりして授業にそなえること。（目安毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

成果を総合的に評価する。 
 
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS703N

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅲ

岩森 美里, 加納 悦子, 黒田 博, 澤畑 恵美, 福井 敬, 中村 敬一, 安部 克彦, 佐藤 宏



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示。

◆参考図書◆

授業内で指示。

◆留意事項◆

第１回 大学院オペラ公演に向けて公演指揮者によるオペラ演習（音楽練習① 公演指揮者によるレチタティーヴォセッコの指導）

第２回 大学院オペラ公演に向けて公演指揮者によるオペラ演習（音楽練習② 公演指揮者による音楽指導）

第３回 大学院オペラ公演に向けて公演指揮者によるオペラ演習（音楽練習③ 公演指揮者によるアリア指導）

第４回 大学院オペラ公演に向けて公演指揮者によるオペラ演習（立ち稽古① 公演指揮者、演出家によるアンサンブル稽古）

第５回 大学院オペラ公演に向けて公演指揮者によるオペラ演習（立ち稽古② 公演指揮者、演出家による大アンサンブル稽古）

第６回 大学院オペラ公演に向けて公演指揮者によるオペラ演習（立ち稽古③ 公演指揮者、及びオーケストラを交えての音楽稽古）

第７回 修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（音楽稽古① 各自選択した演目についての講義）

第８回 修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（音楽稽古② アンサンブル稽古（１））

第９回 修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（音楽稽古③ アンサンブル稽古（２））

第１０回 修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（立ち稽古① 演出家より演出プラン確認）

第１１回 修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（立ち稽古② アンサンブルの立ち稽古）

第１２回 修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（立ち稽古③ 通し稽古）

第１３回 修了演奏に向けて（通し稽古）

第１４回 修了演奏に向けて（ゲネプロ）

第１５回 修了演奏会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示。 
課題を解決するために、毎日曲を聴いたり、実技練習をしたりして授業にそなえること。（目安毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

成果を総合的に評価する。 
 
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MVS704N

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅳ

岩森 美里, 加納 悦子, 黒田 博, 澤畑 恵美, 福井 敬, 中村 敬一, 安部 克彦, 佐藤 宏



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

常に他の人と一緒に歌唱しますので、特に体調管理をしっかりして授業に臨んで下さい。

◆教科書（使用テキスト）◆

・使用テキスト等は授業内で提示する

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

【前期】

・１回目 声聴き会、オリエンテーション。

・２回目 発音練習（特に母音）、重唱演習（２曲程度）。

・３回目 発音練習、重唱演習及び２回目の復習。

・４回目 同様の曲をパートナーを変更しながら歌う。

・５回目 詩の朗読及び歌唱。

・６回目 ５回目までの授業内での疑問点についてのディスカッション。

・７回目 ３曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・８回目 ７回目の復習。

・９回目 ４曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・１０回目 ９回目の復習。

・１１回目 １曲目、２曲目の復習、歌唱及びディスカッション

・１２回目 ３曲目、４曲目の復習及びディスカッション。

・１３回目 前期に取り上げた曲の詩を再度朗読、発音確認。

・１４回目 全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。

・１５回目 前期で取り上げたすべての曲を演奏する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

・予習・復習をする。
・各自のパートの音取りをする。
・取り上げた曲について必ず日本語訳にしてくる。

◆成績評価の方法◆

・授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
・レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS705N

重唱研究Ⅰ

秋山 理恵, 長島 剛子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

常に他の人と一緒に歌唱しますので、特に体調管理をしっかりして授業に臨んで下さい。

◆教科書（使用テキスト）◆

・使用テキスト等は授業内で提示する

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

【後期】

・１回目 前期の復習。

・２回目 新曲の発音練習、重唱演習（２曲程度）。

・３回目 発音練習、重唱演習及び２回目の復習。

・４回目 同様の曲をパートナーを変更しながら歌う。

・５回目 前期で取り上げた曲の復習及び後期で取り上げた曲（２曲）を歌唱。

・６回目 ３曲目を取り上げ、朗読及び歌唱ディスカッション。（主に３重唱）

・７回目 ４曲目を取り上げ、朗読及び歌唱（主に４重唱）。

・８回目 ５曲目を取り上げ、朗読及び歌唱（主に４重唱）。

・９回目 小ホールでの演奏会に向けたプログラムに沿って演習。

・１０回目 ９回目の復習と主に発音確認。

・１１回目 １０回目の復習と主に音程確認。

・１２回目 舞台を想定しての演習。

・１３回目 演奏会に向けて全曲を歌唱及びディスカッション。

・１４回目 大学院リート・アンサンブル演奏会。

・１５回目 まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・予習・復習をする。
・各自のパートの音取りをする。
・取り上げた曲について必ず日本語訳にしてくる。

◆成績評価の方法◆

・授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
・レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MVS706N

重唱研究Ⅱ

秋山 理恵, 長島 剛子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

常に他の人と一緒に歌唱しますので、特に体調管理をしっかりして授業に臨んで下さい。

◆教科書（使用テキスト）◆

・使用テキスト等は授業内で提示する

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

【前期】

・１回目  声聴き会、オリエンテーション。

・２回目  発音練習（特に母音）、重唱演習（２曲程度）。

・３回目  発音練習、重唱演習及び２回目の復習。

・４回目  同様の曲をパートナーを変更しながら歌う。

・５回目  詩の朗読及び歌唱。

・６回目  ５回目までの授業内での疑問点についてのディスカッション。

・７回目  ３曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・８回目  ７回目の復習。

・９回目  ４曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・１０回目  ９回目の復習。

・１１回目  １曲目、２曲目の復習、歌唱及びディスカッション

・１２回目  ３曲目、４曲目の復習及びディスカッション。

・１３回目  前期に取り上げた曲の詩を再度朗読、発音確認。

・１４回目  全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。

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

◆準備学習の内容◆

・予習・復習をする。
・各自のパートの音取りをする。
・取り上げた曲について必ず日本語訳にしてくる。

◆成績評価の方法◆

・授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
・レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS707N

重唱研究Ⅲ

秋山 理恵, 長島 剛子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

常に他の人と一緒に歌唱しますので、特に体調管理をしっかりして授業に臨んで下さい。

◆教科書（使用テキスト）◆

・使用テキスト等は授業内で提示する

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

【後期】

・１回目  前期の復習。

・２回目  新曲の発音練習、重唱演習（２曲程度）。

・３回目  発音練習、重唱演習及び２回目の復習。

・４回目  同様の曲をパートナーを変更しながら歌う。

・５回目  前期で取り上げた曲の復習及び後期で取り上げた曲（２曲）を歌唱。

・６回目  ３曲目を取り上げ、朗読及び歌唱ディスカッション。（主に３重唱）

・７回目  ４曲目を取り上げ、朗読及び歌唱（主に４重唱）。

・８回目  ５曲目を取り上げ、朗読及び歌唱（主に４重唱）。

・９回目  小ホールでの演奏会に向けたプログラムに沿って演習。

・１０回目  ９回目の復習と主に発音確認。

・１１回目  １０回目の復習と主に音程確認。

・１２回目  舞台を想定しての演習。

・１３回目  演奏会に向けて全曲を歌唱及びディスカッション。

・１４回目  大学院リート・アンサンブル演奏会。

・１５回目  まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・予習・復習をする。
・各自のパートの音取りをする。
・取り上げた曲について必ず日本語訳にしてくる。

◆成績評価の方法◆

・授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
・レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MVS708N

重唱研究Ⅳ

秋山 理恵, 長島 剛子



ナンバリング

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 木５ 単位数 1単位

備考

声楽家として演奏する際、歌詞が客席に明瞭に聞こえるディクションを身に着けて欲しい。
また、歌詞内容の理解・解釈・表現について、他人の訳や解釈に頼ることなく、自分自身の理解に基づいて表現できる地力を養って欲しい。

◆教科書（使用テキスト）◆

・三ヶ尻 正『歌うドイツ語ハンドブック』、(株)ハンナ
・三ヶ尻 正『メサイア・ハンドブック』、(株)ハンナ
・三ヶ尻 正『ミサ曲・ラテン語・教会音楽』、(株)ハンナ

◆参考図書◆

●音声学とディクション
・小泉保『音声学』、大学書林
・Joan Wall『International Phonetic Alphabet for Singers』Pst...Inc.社
・高橋正平『レクイエム・ハンドブック』、(株)ハンナ
・『レクイエム発音講座』ーローマ・カトリックの流れに基づくー指導：エルマンノ・アリエンティ、きき手：辻秀幸、アット・プリモ
・Vera U.G. Scherr『Handbuch der lateinischen Aussprache』第３版・拡充版、ベーレンライター
●音楽史・教会音楽
・皆川達夫『中世・ルネサンスの音楽』、講談社学術文庫1937
・相良憲昭『音楽史の中のミサ曲』、音楽之友社
・カルル・ドニ著・相良憲昭訳『モーツァルトの宗教音楽』、白水社、文庫クセジュ700
・Ron Jeffers編著『Translations and Annotations of Choral Repertoire: Sacred Latin Texts』、Earthsongs社

◆留意事項◆

声楽作品では歌詞・テキストをいかに聴衆に伝えるかが表現上重要な要素だが、
その外形的な課題としてのディクションと、内容面の両方を学ぶ（両者は無関係ではない）。
ディクションでは正確で明瞭な発音を習得するとともに、時代や地域による違いと取組み方を実践的に学ぶ。
内容面では歌詞の解釈・表現にあたって、単なる読解にとどまらず、韻律や修辞法の理解も深める。
なお、この科目では宗教曲への取り組み方も学ぶ。またドイツ語については後期のオペラ演習と連携した内容とする。

【作品研究Ⅰ（前期）】
第１回：オリエンテーション、ディクションと音声学概論
第２回：[ドイツ語]ディクション概論、舞台発音、韻律について
第３回：[ドイツ語]字幕作成手順（オペラ演習連動）
第４回：[英語]英語ディクション概論
第５回：[英語]《メサイア》合唱曲ディクション
第６回：[英語]《メサイア》ソロ曲ディクション（１）
第７回：[英語]《メサイア》ソロ曲ディクション（２）
第８回：[英語]《メサイア》についての新しい視点
第９回：[英語]新しい英語曲のディクション（トスティ、メノッティ等）
第10回：[ラテン語]ラテン語ディクション概論
第11回：[ラテン語]マニフィカトを歌う
第12回：[ラテン語]ラテン語解読法（※PCまたはスマートオン、タブレット使用）
第13回：[ラテン語]ミサとグレゴリオ聖歌
第14回：[ラテン語]聖務日課と詩編唱
第15回：総括

◆準備学習の内容◆

1)講義を受講するにあたっては下に指定する教科書および講義で示される課題にあらかじめ目を通しておくこと。
  講義では、次回扱う内容を予告するので、その内容に関する予備知識を得た上で講義に臨むこと。
  また参考となる曲を予告するので、事前に視聴しておくこと。必要な時間の目安は以上合わせて週３－４時間を見込む。
2)辞書については、英独の準備が必要だが（ラテン語辞書は当面不要）、詳しくは第1回講義で説明する。
・独和辞典：手持ちのものがあれば使用可否を判断するので、第1回講義に持参のこと。

 新たに買う場合は小学館『独和大辞典』に限る。（紙の辞書でも、電子辞書、アップル社アプリでも可。）
・英和辞典：各社中辞典以上（収録語１０万語以上）で用例の豊富なもの。収録語が多くても用例が貧弱なものは不可。

◆成績評価の方法◆

平常点を基本としつつ（50％）、実技での達成度（30％）、レポート（20％）も加味して、総合的に判断する。レポートなど提出物および実技につ
いてフィードバックを行なう。

◆授業目標◆

声楽作品（オペラ、オラトリオ、宗教曲、リートなど）と歌詞について実践的な知識と技能を高める（ドイツ語、ラテン語、英語）。ディクション（歌
唱発音）に重点を置くほか、宗教曲など諸ジャンルへの取り組み方も扱う。歌詞・テキストと歌唱表現についてはオペラ演習とも連動する。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVL701U

作品研究（声楽）Ⅰ

三ヶ尻 正



ナンバリング

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 木５ 単位数 1単位

備考

声楽家として演奏する際、歌詞が客席に明瞭に聞こえるディクションを身に着けて欲しい。
また、歌詞内容の理解・解釈・表現について、他人の訳や解釈に頼ることなく、自分自身の理解に基づいて表現できる地力を養って欲しい。

◆教科書（使用テキスト）◆

・三ヶ尻 正『歌うドイツ語ハンドブック』、(株)ハンナ

◆参考図書◆

●ドイツ文学・詩・演劇
・手塚富雄・神品芳夫『増補 ドイツ文学案内』、岩波文庫別冊
・生野幸吉・檜山哲彦編『ドイツ名詩選』、岩波文庫 赤4601
・一ノ瀬恒夫『ドイツ詩学入門』、大学書林語学文庫
・ゲーテの作品、たとえば『若きウェルテルの悩み』（岩波文庫 赤405-1）、『ヘルマンとドロテーア』（岩波文庫 赤405-5）など
・手塚治虫『ファウスト』『ネオ・ファウスト』
・シラーの作品、たとえば『群盗』（岩波文庫 赤410-1)、『ドン・カルロス』（岩波文庫 赤-復刻版)など
●音楽史・教会音楽
・皆川達夫『中世・ルネサンスの音楽』、講談社学術文庫1937
・相良憲昭『音楽史の中のミサ曲』、音楽之友社
・カルル・ドニ著・相良憲昭訳『モーツァルトの宗教音楽』、白水社、文庫クセジュ700
・川端順四郎・志村拓生・原恵・横坂康彦『キリスト教音楽 名曲CD100選』、日本基督教団出版局
・大村恵美子・大村健二『バッハ コラール・ハンドブック』、春秋社

◆留意事項◆

「作品研究Ⅰ」に引き続き、声楽作品における、外形的な課題としてのディクションと、内容面の両方を学ぶ（両者は無関係ではない）。後期は
特にオペラ演習との連携を深め、ドイツ語声楽作品におけるディクションとオペラのDialog部分の実技に重点を置く。また宗教曲やオラトリオに
ついても時間を割く。

【作品研究Ⅱ（後期）】
第１回：オリエンテーション、ドイツ語演劇実技、英語ディクション実技(続き)
第２回：オペラ演習のセリフ実技および対訳指導(1)
第３回：オペラ演習のセリフ実技および対訳指導(2)
第４回：[ドイツ語]ルター派教会音楽とバッハ（特にコラールと受難曲に焦点を当てて）
第５回：[ドイツ語]教会音楽実技
第６回：オペラ演習のセリフ実技および対訳指導(3)
第７回：[ラテン語]教会音楽について(1)ミサと聖歌
第８回：[ラテン語]教会音楽について(2)聖務日課と詩編唱
第９回：[ラテン語]教会音楽実技
第10回：オペラ演習のセリフ実技および対訳指導(4)
第11回：オペラ演習のセリフ実技および対訳指導(5)
第12回：オラトリオの歴史(1)
第13回：オラトリオの歴史(2)
第14回：予備日
第15回：総括

◆準備学習の内容◆

講義を受講するにあたっては下に指定する教科書および講義で示される課題にあらかじめ目を通しておくこと。
講義では、次回扱う内容を予告するので、その内容に関する予備知識を得た上で講義に臨むこと。
また参考となる曲を予告するので、事前に視聴しておくこと。必要な時間の目安は以上合わせて週３－４時間を見込む。

◆成績評価の方法◆

平常点を基本としつつ（50％）、実技での達成度（30％）、レポート（20％）も加味して、総合的に判断する。レポートなど提出物および実技につ
いてフィードバックを行なう。

◆授業目標◆

「作品研究Ⅰ」に引き続き、声楽作品と歌詞について実践的な知識と技能を高める（ドイツ語、ラテン語、英語）。ディクションに重点を置くほ
か、宗教曲など諸ジャンルへの取り組み方も扱う。歌詞・テキストと歌唱表現についてはオペラ演習とも連動する。

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

MVL702U

作品研究（声楽）Ⅱ

三ヶ尻 正



ナンバリング

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 月３ 単位数 2単位

備考

◆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◆

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

授業への取り組む姿勢、演奏会などからの総合的な評価。レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS709N

歌曲・オラトリオ演習（日本語）ＡⅠ

佐竹 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

ドイツ語初心者でも受講は可能だが、楽曲分析などは積極的に自習すること

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

第1回 ガイダンス、受講生による試聴会（任意のドイツ歌曲1曲を歌うこと。）
第2回 Mozartの歌曲の研究と演習
第3回 Beethovenの歌曲の研究と演習
第4回 Loeweの歌曲の研究と演習
第5回 Schubert の歌曲（ゲーテの詩による）の研究と演習
第6回 Schubert の歌曲（シュレーゲル、リュッケルト、マイルホーファーの詩による）研究と演習
第7回 Mendelssohn の歌曲の研究と演習
第8回 Schumann の歌曲「ミルテの花 作品25」の研究と演習
第9回 Schumann の歌曲「リーダークライス 作品39」の研究と演習
第10回 Liszt の歌曲の研究と演習
第11回 オラトリオ（J.S.Bach「マタイ受難曲」）の研究と演習
第12回 オラトリオ（J.S.Bach「ヨハネ受難曲」）の研究と演習
第13回 Brahms の歌曲（作品3～49）の研究と演習
第14回 Brahms の歌曲（作品57～121）の研究と演習
第15回 前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

演習する曲の事前練習は各自で行うこと（目安 毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みの態度と演習における達成度について、常にフィードバックする。
授業計画に沿った課題を出し、平常の授業での取り組みにより評価する。

◆授業目標◆

ドイツ芸術歌曲とオラトリオ作品の特徴を学び、演習を通して研究する。ドイツ語作品歌唱に必要なドイツ語の正しい発音を身につける。歌詞と
音楽の関連性に気づき、表現を工夫する。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS710N

歌曲・オラトリオ演習（独語）ＡⅠ

長島 剛子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-121 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

留意事項  インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。 
  
 	

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版） 
  
 	

◆留意事項◆

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

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

特にＡ母音を正しく発音できるようにする。（１）
６回目  各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。

特にＩ母音を正しく発音できるようにする。（２）
７回目  各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。

特にＵ母音を正しく発音できるようにする。（３）
８回目  各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。

特にＥ母音を正しく発音できるようにする。（４）
９回目  各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。

    特にＯ母音を正しく発音できるようにする。（５）
１０回目     授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目を再度選択し決定する。
１１回目 各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。

特にＩ母音を正しく発音できるようにする。（６）
１２回目 各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。

特にＵ母音を正しく発音できるようにする。（７）
１３回目 各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。

特にＥ母音を正しく発音できるようにする。（８）
１４回目 各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。

特にＯ母音を正しく発音できるようにする。（９）
１５回目     前期で取り上げたすべての曲を演習する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。（目安 毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。 
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS711N

歌曲・オラトリオ演習（伊語）ＡⅠ

下原 千恵子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-226 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

フランス語に不慣れでも履修可能。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

【前期】

・１回目 声聴き会、オリエンテーション
・２回目 母音についての説明。一人ずつ発音する。
・３回目 リエゾンについての説明。各自曲を取り上げ、発音した後、実際に歌唱する。
・４回目 ３回目の復習。
・５回目 名曲についての詩の解釈と歌唱。
・６回目 名曲についての詩の和声についての説明と歌唱。
・７回目 フォーレについての説明と歌唱。
・８回目 ドビュッシーについての説明と歌唱。
・９回目 フランスの文化についての説明と歌唱。
・１０回目 新たな曲を取り歌唱する。
・１１回目 １０回目の復習。
・１２回目 各自歌唱した後でディスカッションを行う。
・１３回目 各自複数曲を歌唱する。
・１４回目 全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。
・１５回目 前期で取り上げたすべての曲を演習する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

・譜読みは必ずしてくること。
・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。
・取り上げた曲について必ず日本語訳をしてくること。

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS712N

歌曲・オラトリオ演習（仏語）ＡⅠ

秋山 理恵



ナンバリング

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 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

◆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◆

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

◆準備学習の内容◆

各回、各自に提示された曲目について、演奏及び詩の朗読を実践していく形式をとるので、詩人、作曲家について、また詩の解釈も含め、事前
によく予習をしてきてください。（実技については毎日30分、解釈他について30分以上が望ましい）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組む姿勢、演奏会などからの総合的な評価、授業内で演奏された歌曲について一人一人に対し指導し、授業内でフィードバック
する。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MVS713N

歌曲・オラトリオ演習（日本語）ＡⅡ

佐竹 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

ドイツ語初心者でも受講は可能だが、楽曲分析などは積極的に自習すること

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

第1回 Wolf「メーリケ歌曲集」の研究と演習
第2回 Wolf「ゲーテ歌曲集」の研究と演習
第3回 Wolf「イタリア歌曲集」の研究と演習
第4回 G.Mahler「歌曲集（若き日の歌）」の研究と演習
第5回 G.Mahler「子供の不思議な角笛」の研究と演習
第6回 R.Strauss の歌曲（作品10～41）の研究と演習
第7回  R.Strauss の歌曲（作品43～68）の研究と演習
第8回 R.Strauss の歌曲（作品69～88）の研究と演習
第9回 オラトリオ作品（J.Haydn「天地創造」）の研究と演習
第10回 オラトリオ作品（J.Haydn「四季」）の研究と演習
第11回 ZemlinskyとSchoenbergの歌曲の研究と演習
第12回 BergとWebernの歌曲の研究と演習
第13回 Pfitzner,Schreker,A.Mahlerの歌曲の研究と演習
第14回 Hindemith,Korngold,Ullmannの歌曲の研究と演習
第15回 まとめと発表

◆準備学習の内容◆

演習する曲の事前練習は各自で行うこと（目安毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みの態度と演習における達成度について、常にフィードバックする。
授業計画に沿った課題を出し、平常の授業での取り組みにより評価する。

◆授業目標◆

H.Wolf 以降のドイツ歌曲の特徴を学び、演習を通して研究する。前期の基礎に引き続きドイツ語歌唱に必要なドイツ語の正しい発音を身につ
ける。歌詞と音楽の関連性に更なる深い解釈をして、表現を工夫する。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MVS714N

歌曲・オラトリオ演習（独語）ＡⅡ

長島 剛子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-121 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版）

◆留意事項◆

イタリア歌曲については、主に古典、ロマン、近代、と大まかに分けて個々に合った作品を選び正しいイタリア語の発音と表現を身に付ける事を
主な目標として演習する。
オラトリオに関しては、イタリア語で書かれた作品、及び、イタリアの作曲家によって書かれた作品を演習する。イタリア語で演奏する上で大切な
７つの母音を正確に発音できるようになる。

１回目 前期の復習。ディスカッション。
２回目 オラトリオを含む新たな曲を取り入れるよう、ディスカッションしながら決めて行く。
３回目 個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
４回目 徹底的に選択した曲の発音、言葉の持つ意味とニュアンスの表現をチェックする。
５回目 徹底的に選択した曲の発音、言葉の持つ意味とニュアンスの表現をチェックする。
６回目 個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。

特にＡ母音が正しく発音されているかチェックする。（１）
７回目 授業最後に行われる発表会に対処すべく、ディスカッションしながら選曲準備をする。
８回目 個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。

特にＩ母音が正しく発音されているかチェックする。（２）
９回目 個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。

特にＵ母音が正しく発音されているかチェックする。（３）
１０回目 個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。

特にＵ母音が正しく発音されているかチェックする。（４）
１１回目 個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。

特にＥ母音が正しく発音されているかチェックする。（５）
１２回目 個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。

特にＥ母音が正しく発音されているかチェックする。（６）
１３回目 個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。

特にＯ母音が正しく発音されているかチェックする。（７）
１４回目 個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。

特にイタリア語特有の７つの母音が正しく発音されているかチェックする。（８）
１５回目 授業内発表会

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。（目安 毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。 レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

MVS715N

歌曲・オラトリオ演習（伊語）ＡⅡ

下原 千恵子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-226 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

フランス語に不慣れでも履修可能。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

【後期】

・１回目 前期の復習及び課題曲についての質疑応答。その後、歌唱する。
・２回目 １回目の復習。
・３回目 ２回目の復習。キリスト教についての簡単な説明。オラトリオの曲も取り上げる。
・４回目 歌曲とオラトリオから選曲したものを各自歌唱する。
・５回目 グノーについての説明と４回目の復習。
・６回目 ショーソンについての説明及び歌唱。
・７回目 ４回目で取り上げた曲以外の作品の歌唱。
・８回目 ７回目の復習。
・９回目 ７回目で取り上げた曲以外の作品の歌唱。
・１０回目 ９回目の復習。
・１１回目 今まで取り上げた曲の歌唱。
・１２回目 発表会で歌う曲を選択し、歌唱。
・１３回目 １２回目の復習とディスカッション。
・１４回目 発表会に向けての準備及び発表会で歌う曲を全部歌唱。
・１５回目 授業内発表会。

◆準備学習の内容◆

・譜読みは必ずしてくること。
・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。
・取り上げた曲について必ず日本語訳をしてくること。

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MVS716N

歌曲・オラトリオ演習（仏語）ＡⅡ

秋山 理恵



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

◆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◆

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

授業への取り組む姿勢、演奏会などからの総合的な評価。レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS717N

歌曲・オラトリオ演習（日本語）BⅠ

佐竹 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

ドイツ語初心者でも受講は可能だが、楽曲分析などは積極的に自習すること

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

第1回 ガイダンス、受講生による試聴会（任意のドイツ歌曲1曲を歌うこと。）
第2回 Mozartの歌曲の研究と演習
第3回 Beethovenの歌曲の研究と演習
第4回 Loeweの歌曲の研究と演習
第5回 Schubert の歌曲（ゲーテの詩による）の研究と演習
第6回 Schubert の歌曲（シュレーゲル、リュッケルト、マイルホーファーの詩による）研究と演習
第7回 Mendelssohn の歌曲の研究と演習
第8回 Schumann の歌曲「ミルテの花 作品25」の研究と演習
第9回 Schumann の歌曲「リーダークライス 作品39」の研究と演習
第10回 Liszt の歌曲の研究と演習
第11回 オラトリオ（J.S.Bach「マタイ受難曲」）の研究と演習
第12回 オラトリオ（J.S.Bach「ヨハネ受難曲」）の研究と演習
第13回 Brahms の歌曲（作品3～49）の研究と演習
第14回 Brahms の歌曲（作品57～121）の研究と演習
第15回 前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

演習する曲の事前練習は各自で行うこと（目安毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みの態度と演習における達成度について、常にフィードバックする。
授業計画に沿った課題を出し、平常の授業での取り組みにより評価する。

◆授業目標◆

ドイツ芸術歌曲とオラトリオ作品の特徴を学び、演習を通して研究する。ドイツ語作品歌唱に必要なドイツ語の正しい発音を身につける。歌詞と
音楽の関連性に気づき、表現を工夫する。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS718N

歌曲・オラトリオ演習（独語）BⅠ

長島 剛子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-121 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。 
  
 	

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版） 
  
 
  
 
  
  
  
 	

◆留意事項◆

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

１回目         声聴き会、オリエンテーション
２回目         授業で取り上げるペートン版についての説明をし、個々に合わせた曲目選択し決定する。
３回目         授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目選択し決定する。
４回目         発音練習後、各自選択した曲を取り上げ、実際に歌唱する。適宜発音に関してチェックする。
５回目         各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
                特にＡ母音を正しく発音できるようにする。（１）
６回目         各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
                特にＩ母音を正しく発音できるようにする。（２）
７回目         各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
                特にＵ母音を正しく発音できるようにする。（３）
８回目         各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
                特にＥ母音を正しく発音できるようにする。（４）
９回目         各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
                特にＯ母音を正しく発音できるようにする。（５）
１０回目       授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目を再度選択し決定する。
１１回目       各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
                特にＩ母音を正しく発音できるようにする。（６）
１２回目       各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
                特にＵ母音を正しく発音できるようにする。（７）
１３回目       各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
                特にＥ母音を正しく発音できるようにする。（８）
１４回目       各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
                特にＯ母音を正しく発音できるようにする。（９）
１５回目       前期で取り上げたすべての曲を演習する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。  （目安 毎日1時間） 
 	

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。 
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS719N

歌曲・オラトリオ演習（伊語）BⅠ

下原 千恵子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-226 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

フランス語に不慣れでも履修可能。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

【前期】

・１回目  声聴き会、オリエンテーション
・２回目  母音についての説明。一人ずつ発音する。
・３回目  リエゾンについての説明。各自曲を取り上げ、発音した後、実際に歌唱する。
・４回目  ３回目の復習。
・５回目  名曲についての詩の解釈と歌唱。
・６回目  名曲についての詩の和声についての説明と歌唱。
・７回目  フォーレについての説明と歌唱。
・８回目  ドビュッシーについての説明と歌唱。
・９回目  フランスの文化についての説明と歌唱。
・１０回目  新たな曲を取り歌唱する。
・１１回目  １０回目の復習。
・１２回目  各自歌唱した後でディスカッションを行う。
・１３回目  各自複数曲を歌唱する。
・１４回目  全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。
・１５回目  前期で取り上げたすべての曲を演習する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

・譜読みは必ずしてくること。
・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。
・取り上げた曲について必ず日本語訳をしてくること。

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS720N

歌曲・オラトリオ演習（仏語）BⅠ

秋山 理恵



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-135 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

◆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◆

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

授業への取り組む姿勢、演奏発表などからの総合的な評価。レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MVS721N

歌曲・オラトリオ演習（日本語）BⅡ

佐竹 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

ドイツ語初心者でも受講は可能だが、楽曲分析などは積極的に自習すること

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

第1回 Wolf「メーリケ歌曲集」の研究と演習
第2回 Wolf「ゲーテ歌曲集」の研究と演習
第3回 Wolf「イタリア歌曲集」の研究と演習
第4回 G.Mahler「歌曲集（若き日の歌）」の研究と演習
第5回 G.Mahler「子供の不思議な角笛」の研究と演習
第6回 R.Strauss の歌曲（作品10～41）の研究と演習
第7回  R.Strauss の歌曲（作品43～68）の研究と演習
第8回 R.Strauss の歌曲（作品69～88）の研究と演習
第9回 オラトリオ作品（J.Haydn「天地創造」）の研究と演習
第10回 オラトリオ作品（J.Haydn「四季」）の研究と演習
第11回 ZemlinskyとSchoenbergの歌曲の研究と演習
第12回 BergとWebernの歌曲の研究と演習
第13回 Pfitzner,Schreker,A.Mahlerの歌曲の研究と演習
第14回 Hindemith,Korngold,Ullmannの歌曲の研究と演習
第15回 まとめと発表

◆準備学習の内容◆

演習する曲の事前練習は各自で行うこと（目安毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みの態度と演習における達成度について、常にフィードバックする。
授業計画に沿った課題を出し、平常の授業での取り組みにより評価する。

◆授業目標◆

H.Wolf 以降のドイツ歌曲の特徴を学び、演習を通して研究する。前期の基礎に引き続きドイツ語歌唱に必要なドイツ語の正しい発音を身につ
ける。歌詞と音楽の関連性に更に深い解釈をして、表現を工夫する。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MVS722N

歌曲・オラトリオ演習（独語）BⅡ

長島 剛子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-121 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。 
  
 	

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。 
  
 	

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版） 
  
 	

◆留意事項◆

イタリア歌曲については、主に古典、ロマン、近代、と大まかに分けて個々に合った作品を選び正しいイタリア語の発音と表現を身に付ける事
を主な目標として演習する。
オラトリオに関しては、イタリア語で書かれた作品、及び、イタリアの作曲家によって書かれた作品を演習する。イタリア語で演奏する上で大切
な７つの母音を正確に発音できるようになる。

１回目            前期の復習。ディスカッション。
２回目            オラトリオを含む新たな曲を取り入れるよう、ディスカッションしながら決めて行く。
３回目            個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
４回目            徹底的に選択した曲の発音、言葉の持つ意味とニュアンスの表現をチェックする。
５回目            徹底的に選択した曲の発音、言葉の持つ意味とニュアンスの表現をチェックする。
６回目            個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
                  特にＡ母音が正しく発音されているかチェックする。（１）
７回目            授業最後に行われる発表会に対処すべく、ディスカッションしながら選曲準備をする。
８回目            個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
                  特にＩ母音が正しく発音されているかチェックする。（２）
９回目            個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
                  特にＵ母音が正しく発音されているかチェックする。（３）
１０回目          個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
                  特にＵ母音が正しく発音されているかチェックする。（４）
１１回目          個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
                  特にＥ母音が正しく発音されているかチェックする。（５）
１２回目          個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
                  特にＥ母音が正しく発音されているかチェックする。（６）
１３回目          個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
                  特にＯ母音が正しく発音されているかチェックする。（７）
１４回目          個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
                  特にイタリア語特有の７つの母音が正しく発音されているかチェックする。（８）
１５回目          授業内発表会

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。  （目安 毎日1時間） 
 	

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。 
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

MVS723N

歌曲・オラトリオ演習（伊語）BⅡ

下原 千恵子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-226 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

フランス語に不慣れでも履修可能。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

【後期】

・１回目  前期の復習及び課題曲についての質疑応答。その後、歌唱する。
・２回目  １回目の復習。
・３回目  ２回目の復習。キリスト教についての簡単な説明。オラトリオの曲も取り上げる。
・４回目  歌曲とオラトリオから選曲したものを各自歌唱する。
・５回目  グノーについての説明と４回目の復習。
・６回目  ショーソンについての説明及び歌唱。
・７回目  ４回目で取り上げた曲以外の作品の歌唱。
・８回目  ７回目の復習。
・９回目  ７回目で取り上げた曲以外の作品の歌唱。
・１０回目  ９回目の復習。
・１１回目  今まで取り上げた曲の歌唱。
・１２回目  発表会で歌う曲を選択し、歌唱。
・１３回目  １２回目の復習とディスカッション。
・１４回目  発表会に向けての準備及び発表会で歌う曲を全部歌唱。
・１５回目  授業内発表会。

◆準備学習の内容◆

・譜読みは必ずしてくること。
・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。
・取り上げた曲について必ず日本語訳をしてくること。

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
レッスン中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MVS724N

歌曲・オラトリオ演習（仏語）BⅡ

秋山 理恵



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 SPC-B 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

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

◆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◆

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

第１回：オリエンテーション
第２回：言語としての発音
第３回：芸術作品の朗読
第４回：歌唱のための発音
第５回；課題の考察と実践（１）：主にダ・ポンテのオペラ台本  1幕レチタティーヴォ前半
第６回：課題の考察と実践（２）1幕レチタティーヴォ後半
第７回；課題の考察と実践（３）1幕アリア
第８回：課題の考察と実践（４）1幕重唱
第９回：課題の考察と実践（５）1幕フィナーレ
第10回：課題の考察と実践（６）2幕レチタティーヴォ前半
第11回：課題の考察と実践（７）2幕レチタティーヴォ後半
第12回：課題の考察と実践（８）2幕アリア
第13回：課題の考察と実践（９）2幕重唱
第14回：課題の考察と実践（10）2幕フィナーレ
第15回：前期のまとめ

※受講生の理解度や準備の状態によっては、内容や進度を変更することもある。

◆準備学習の内容◆

授業内で扱う作品のテキストについての事前学習が求められる。授業外学習時間は各学生の語学力により異なるが、半期でオペラ台本1本を
日本語に訳出するために必要な時間数となる。

◆成績評価の方法◆

出席率および授業への積極的な参加による評価50％、研究発表30％、実技習熟度20％をベースとして、総合的に判断する。
授業内でおこなう実践について常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS725N

舞台発音発声法Ⅰ

森田 学



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 SPC-B 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

『歌うイタリア語ハンドブック』森田学著（ハンナ刊）
『演出家の誕生』川島健著（彩流社刊）

◆留意事項◆

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

【舞台発音発声法Ⅱ（後期）】
第１回：課題の考察と実践（１）：主に『魔笛』
第２回：課題の考察と実践（２）話し声と歌声
第３回：課題の考察と実践（３）セリフ
第４回：課題の考察と実践（４）アリア・重唱の発音
第５回：課題の考察と実践（５）話すように歌うために
第６回：課題の考察と実践（６）：主に19世紀イタリア・オペラ台本
第７回：課題の考察と実践（７）レチタティーヴォ1幕
第８回：課題の考察と実践（８）レチタティーヴォ2幕
第９回：課題の考察と実践（９）アリア
第10回：課題の考察と実践（10）重唱
第11回：課題の考察と実践（11）フィナーレ
第12回：課題の考察と実践（12）レチタティーヴォ3幕
第13回：課題の考察と実践（13）レチタティーヴォ4幕
第14回：後期のまとめ
第15回：総論

※受講生の理解度や準備の状態によっては、内容や進度を変更することもある。

◆準備学習の内容◆

授業内で扱う作品のテキストについての事前学習が求められる。

◆成績評価の方法◆

出席率および授業への積極的な参加による評価50％、研究発表30％、実技習熟度20％をベースとして、総合的に判断する。
授業内でおこなう実践について常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

オンラインでの実施

◆授業内容・計画◆

MVS726N

舞台発音発声法Ⅱ

森田 学



ナンバリング

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 木４ 単位数 2単位

備考

持ち物 バレエシューズ
動きやすい服装（足を開いたり上げたりする為、スカートは不可）
髪が顔にかかる場合はゴムでまとめる

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラシックバレエの基本的な動作を行うことで、身体作りを行う。
左右対称の動きによりバランス感覚を養い、舞台に立つ姿勢作りをする。
また、身体の末端まで意識することにより、足の裏で床を感じ、手先を美しくしていく。
まずフロアーでストレッチをし身体の柔軟性を高め、ケガの予防をし、体幹を鍛えることで身体の軸を意識する。
バーレッスンでは基本のポジションを学びながら、少しずつ足を上げることでバランスを身に付け、センターではバーから離れバランスを整えな
がら全身で動く訓練をする。
動きを身体に習得させるために同じことを何度も行う。

第１ ストレッチ、トレーニング、手と足のポジション
第２ バー・プリエ、ポールドブラ
第３ １番タンジュ、５番タンジュ
第４ １番デガジェ、５番デガジェ、パッセ
第５ ロンデジャンブ・アテール
第６ フォンジュ
第７ フラッペ、シャンジュマン
第８ アダジオ（アラベスク）
第９ グランバットマン
第１０ センター・アダジオ
第１１ 小さいジャンプ
第１２ 大きいジャンプ
第１３ ターン
第１４ ワルツなどオペラに必要とされるステップ
第１５ まとめ

◆準備学習の内容◆

ストレッチや普段の姿勢を意識する

◆成績評価の方法◆

毎回のレッスンを通して随時課題を出し、フィードバックすると共に、身体の変化や理解度で評価する

◆授業目標◆

クラシックバレエの技法を用い, 声楽家に必要な身体作りをしていく。左右対称の動きをすることで、身体のバランスを整え、立ち姿を美しく保つ
訓練をしていく。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS727N

舞台表現技術演習（ボディーテクニック）Ⅰ

堀田 麻子



ナンバリング

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 木４ 単位数 2単位

備考

持ち物 バレエシューズ
動きやすい服装（足を開いたり上げたりするため、スカートは不可）

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

後期は前期とほぼ同様の内容で行う。ストレッチ、バーレッスン、センターレッスンを行う。
この訓練を通して「視覚だけではなく感覚」を意識したい。
さらにいくつかのステップを組み合わせ、オペラに必要なダンスの最低限な技術を身に付け、＜動き＞ではなく＜踊る＞ことを知ってもらいた
い。

第１回 フロアー、バー、センターレッスン アームス、プリエ、タンジュの確認，復習
第２回 フロアー、バー、センターレッスン デガジェ、の確認、復習
第３回 フロアー、バー、センターレッスン デガジェ、パッセの確認、復習
第４回 フロアー、バー、センターレッスン ロンデジャンブ・アテール、アンレールの確認、復習
第５回 フロアー、バー、センターレッスン フォンジュ、アラベスクの確認、復習
第６回 フロアー、バー、センターレッスン グランバットマンの確認 復習
第７回 フロアー、バー、センターレッスン シャンジュマン、ぱパデシャの確認 復習
第８回 フロアー、バー、センターレッスン センターレッスンにおけるアダジオ、バランセ 発展
第９回 フロアー、バー、センターレッスン センターレッスンにおけるタンジュ、パッセ 発展
第１０回 フロアー、バー、センターレッスン センターレッスンにおけるシャンジュマン 発展
第１１回 フロアー、バー、センターレッスン センターレッスンにおけるパデシャ 発展
第１２回 フロアー、バー、センターレッスン センターレッスンにおけるグラン・ワルツ 発展
第１３回 フロアー、バー、センターレッスン センターレッスンにおけるピケターン 発展
第１４回 フロアー、バー、センターレッスン ステップの組み合わせ
第１５回 フロアー、バー、センターレッスン まとめ

◆準備学習の内容◆

ストレッチや姿勢など、普段から意識することで身体に感覚として身に付けていく。

◆成績評価の方法◆

毎回のレッスンを通して随時課題を出し、フィードバックすると共に、身体の変化や理解度で評価する

◆授業目標◆

舞台表現において演技者に必要な身体と身体に対する意識を、完成されたクラシックバレエの肉体訓練法をもとに習得していく

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MVS728N

舞台表現技術演習（ボディーテクニック）Ⅱ

堀田 麻子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

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

＊それぞれ修得状況に応じて復習を織り交ぜつつ進めていく。

◆準備学習の内容◆

前回授業の復習、トレーニングを自宅学習のこと。

◆成績評価の方法◆

平常授業における取り組み状態を重視。授業中に常にフィードバックする。
前期終了時に試験を実施する。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS729N

舞台表現技術演習（身体表現）Ⅰ

髙岸 未朝



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

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

◆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◆

【授業内容】

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

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

＊それぞれ修得状況に応じて復習を織り交ぜつつ進めていく。

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

平常授業における取り組み状態を重視。
授業への取り組み方、課題の修得度合い、後期終了時の試演会の成果を加味し評価する。
授業中に課題について常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MVS730N

舞台表現技術演習（身体表現）Ⅱ

髙岸 未朝



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

常に自発的な学修を心がけるように。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にない。教員の指示によって用意してもらうこともある。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

大学院生にふさわしい準備をするように。
楽譜の精密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査、などを自分に課すことが望まれる。（毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

毎回の授業への準備の状態、準備の内容、随時出す課題についてフィードバックする等、総合的に評価して成績を出す。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSP701N

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅰ

（Ｐ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

常に自発的に学修を心がけるように。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にない。教員の指示によって準備してもらうこともある。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

大学院生にふさわしい準備をするように。
楽譜の精密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査などを自分に課すことが望まれる。（毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

毎回の授業への準備の状態。準備の内容、随時出す課題についてフィードバックする等、総合的に評価して成績を出す。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面・オンラインの併用

◆授業内容・計画◆

MSP702N

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅱ

（Ｐ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

常に自発的な学修を心がける。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にない。担当の教員から提示があることもある。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

大学院生にふさわしい準備をするように。
楽譜の精密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査などを自らに課すが望まれる。（毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

毎回の授業への準備の状態、準備の内容、随時出す課題についてフィードバックする等、総合的に評価して成績を出す。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSP703N

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅲ

（Ｐ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

常に自発的に学修することを心がけるように。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にはないが、担当の教員から指示があることもある。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

第1回 ペダルの使用について更に学修する。（前半）
第2回 ペダルの使用について更に学修する。（後半）
第3回 身体の使い方について更に学修する。（前半）
第4回 身体の使い方について更に学修する。（後半）
第5回 論文について、実技教員との打ち合わせと方向付け。
第6回 作品の分析について更に学修する。（前半）
第7回 作品の分析について更に学修する。（後半）
第8回 暗譜の方法について更に学修する。（前半）
第9回 暗譜の方法について更に学修する。（後半）
第10回 レパートリーの拡大のための方策について更に学修する。（前半）
第11回 レパートリーの拡大のための方策について更に学修する。（後半）
第12回 修了演奏に向かってのレッスン。
第13回 修了演奏に向けてあらゆる角度からの掘り下げ。
第14回 修了演奏に向けて妥協のない表現研究。
第15回 修了演奏に向けての仕上げ。

◆準備学習の内容◆

大学院生に相応しい準備ができるように。
楽譜の綿密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査などを自分に課すことが望まれる。（毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

毎回の授業への取り組み方、準備の内容、随時出す課題についてフィードバックする等、総合的に評価して成績を出す。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面・オンラインの併用

◆授業内容・計画◆

MSP704N

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅳ

（Ｐ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

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

◆参考図書◆

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

◆留意事項◆

下記の作曲家の作品を受講生が分担して演奏し、演奏法の研究を行う。随時マニュスクリプトや初版楽譜、解釈版等の比較検討を行う。課題
の順番は変更することもある。

第１回 ガイダンス
第２回 楽器学資料館見学…歴史的ピアノの試奏、作曲家と楽器
第３回 ショパン（１）エチュード
第４回 ショパン（２）ノクターン
第５回 ショパン（３）バラード
第６回 ショパン（４）スケルツォ等
第７回 シューマン（１）1840年までの作品前半
第８回 シューマン（２）1840年までの作品後半
第９回 シューマン（３）1840年以降の作品
第10回 リスト（１）《超絶技巧練習曲》《パガニーニによる大練習曲》《３つの演奏会用練習曲》《２つの演奏会用練習曲》等
第11回 リスト（２）《巡礼の年》《詩的で宗教的な調べ》《コンソレーション》《ペトラルカのソネット》、各種編曲等
第12回 リスト（３）《ソナタ》《バラード》《メフィストワルツ》《ハンガリー狂詩曲》《スペイン狂詩曲》等
第13回 ブラームス（１）《ソナタ》《変奏曲》
第14回 ブラームス（２）《小品集》等
第15回 まとめ
＊各回の課題は学生と相談しながら決めます。

◆準備学習の内容◆

１．ピアノ専攻の受講生は担当する課題曲を練習し、その曲の演奏解釈について考察しておく。（週5時間）その際、作曲家の様式、作品の成
立背景や楽曲構成に留意すること。
２．理論系の受講生は作曲家の様式、作品の成立背景や楽曲構成等についてプレゼンテーションを行う。（週3時間）
両者が互いに刺激を与え合う場となることを期待します。

◆成績評価の方法◆

授業への取組状況により、総合的に評価する。課題に対するフィードバックを授業内で行う。

◆授業目標◆

ロマン派ピアノ音楽をその作曲家及び時代の様式を考慮して演奏できるようにする。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS701N

鍵盤楽器ソロ研究AⅠ

加藤 一郎



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 6-113 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

特になし

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示．

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

J.S.バッハの初期から晩年までの様々な形式の鍵盤作品を取り上げ，その構造や書法の特徴を学ぶとともに，当時は存在しなかった現代ピア
ノによる演奏においてどのようなアプローチが可能かを探求する．
作品の一部を受講生で分担して演奏し，必要に応じて作品についてのプレゼンテーション，意見交換も行う．

1）ガイダンスと参考図書および様々な版の紹介
2）平均律クラヴィア曲集第Ⅰ巻 前半
3）平均律クラヴィア曲集第Ⅰ巻 後半
4）平均律クラヴィア曲集第Ⅱ巻 前半
5）平均律クラヴィア曲集第Ⅱ巻 後半
6）トッカータ
7）フランス組曲
8）イギリス組曲
9）パルティータ
10）イタリア協奏曲とフランス風序曲
11）楽器学資料館見学と試奏
12）音楽の捧げもの（６声，３声のリチェルカーレ）
13）ゴルトベルク変奏曲
14）フーガの技法
15）ミニコンサートとまとめ

◆準備学習の内容◆

自分が担当する作品を研究し，授業内で演奏, 解説できるように準備しておく．(目安：一週間に120分～150分程度）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み，および演奏・研究発表の成果により総合的に評価する.課題に対するフィードバックは授業内で行う．

◆授業目標◆

バロック時代最大の巨匠J.S.バッハの様々な形式の作品についての理解を深め，演奏に生かすことができるようにする．

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS701N

鍵盤楽器ソロ研究AⅠ

近藤 伸子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 N-322 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

18/19世紀ドイツの代表的な詩人の一人であるヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの詩には多くの作曲家が付曲し、沢山の歌曲が残されて
いる。ゲーテの生涯を辿りつつ、その時々に書かれた詩を選び、その詩に付曲された歌曲を研究し、受講生で分担して演奏する。

第１回 シュトラースブルク時代《五月の歌》《野ばら》他
第２回 フランクフルト時代（１）《すみれ》《ガニュメート》他
第３回 フランクフルト時代（２）《プロメテウス》《湖上にて》他
第４回 ヴァイマール時代（１）《さすらい人の夜の歌Ⅰ》《たゆみなき愛》他
第５回 ヴァイマール時代（２）《月に寄せて》《さすらい人の夜の歌Ⅱ》他
第６回〈ヴィルヘルム・マイスターの修業時代〉より《ミニョン》
第７回〈ヴィルヘルム・マイスターの修業時代〉より《フィリーネ》他
第８回〈西東詩集〉より シューベルトの歌曲
第９回〈西東詩集〉より シューマン、ヴォルフの歌曲
第10回〈ファウスト〉より《糸を紡ぐグレートヒェン》他
第11回〈ファウスト〉より《トゥーレの王》他
第12回 20世紀のゲーテ歌曲等
第13回 ミニコンサートのリハーサル
第14回 ミニコンサート
第15回 まとめ

＊ なお各回の内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

毎回次週の授業で取り上げる詩を配布するので、それを事前に日本語に訳し内容を把握しておくこと。ドイツ語が堪能である必要はないが、辞
書を使って訳しある程度理解できることが望ましい。また関連曲を授業の中で随時演奏してもらうが、その場合は一定時間をかけて準備をして
臨むこと。（目安一週間に120分～150分）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み、及び演奏の成果により総合的に評価する。課題に対するフィードバックは授業内で行う。

◆授業目標◆

ドイツ・ロマン派のピアノ曲を演奏する為には、同時代の文学への理解が肝要である。この授業ではロマン派の作曲家たちに大きな影響を与
えた詩人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテに焦点を当て、多く付曲され残されているゲーテ歌曲を研究する。詩と音楽の関係を探ることに
よって、自身の独奏曲の演奏に生かすことを目指す。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS701N

鍵盤楽器ソロ研究AⅠ

梅本 実



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

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

◆参考図書◆

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

◆留意事項◆

下記の作曲家の作品を受講生が分担し、演奏法の研究を行う。随時マニュスクリプトや初版楽譜、解釈版等の比較検討を行う。

第１回 ガイダンス
第２回 ショパン（１）《ソナタ》
第３回 ショパン（２）《ポロネーズ》
第４回 ショパン（３）《ワルツ》
第５回 ショパン（４）《マズルカ》
第６回 シューベルト（１）《即興曲》《楽興の時》等
第７回 シューベルト（２）《ソナタ》前半
第８回 シューベルト（３）《ソナタ》後半
第９回 シューマン（１）1840年以前の作品前半
第10回 シューマン（２）1840年以前の作品後半
第11回 シューマン（３）1840年以降の作品
第12回 ブラームス（１）《ソナタ》
第13回 ブラームス（２）《変奏曲》
第14回 ブラームス（３）《幻想曲》《間奏曲》《バラード》等
第15回 まとめ
＊各回の課題は受講生と相談しながら決めます。

◆準備学習の内容◆

１．ピアノ専攻の受講生は担当する課題曲を練習し、その曲の演奏解釈について考察しておく。（週5時間）その際、作曲家の様式、作品の成
立背景や楽曲構成に留意すること。
２．理論系の受講生は作曲家の様式、作品の成立背景や楽曲構成等についてプレゼンテーションを行う。（週3時間）
両者が互いに刺激を与え合う場となることを期待します。

◆成績評価の方法◆

授業内での発表及び参加状況により、総合的に評価する。課題に対するフィードバックは授業の中で行う。

◆授業目標◆

前期の学習成果を踏まえ、ロマン派ピアノ音楽をその作曲家及び時代の様式を考慮して更に優れた演奏ができるようにする。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS702N

鍵盤楽器ソロ研究AⅡ

加藤 一郎



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 6-113 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

特になし

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示．

◆参考図書◆

必要に応じて指示．

◆留意事項◆

ベートーヴェンの全32曲のピアノソナタは，生涯全体にわたって書かれ，初期と後期の作品を比較すると，非常に大きな変貌を遂げていること
がわかる．その一方で，一貫したベートーヴェン的な特徴というものも確かに存在している．変奏曲やピアノ協奏曲にも目を向け，時代背景や
楽器の発展もふまえつつ，各作品の書法を研究し，どこに斬新で革新的なベートーヴェンの意図が現れているのかを探り，その知識を演奏に
生かせるようにする．
作品（の一部）を分担して授業内で研究・演奏し，その曲をミニコンサートでも演奏する．

1）ガイダンスと参考文献，様々な版の紹介
2）初期のピアノソナタ (1)
3）初期のピアノソナタ（2）
4）初期のピアノソナタ (3)
5）中期のピアノソナタ（1）
6）中期のピアノソナタ（2）
7）中期のピアノソナタ（3）
8）後期のピアノソナタ（1）
9）後期のピアノソナタ（2）
10）後期のピアノソナタ（3）
11）楽器学資料館見学と試奏
12）ピアノ協奏曲
13）変奏曲
14）ミニコンサート
15）後期のまとめ

◆準備学習の内容◆

自分が担当する作品を研究し授業内で解説，演奏できるように準備しておく．（目安：一週間に120～150分）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み，および演奏の成果により総合的に評価する．授業に対するフィードバックは授業内で行う．

◆授業目標◆

ベートーヴェンの鍵盤作品について，ピアノソナタを中心に，時代による様式，書法の変化を研究するとともに，歴史的背景，鍵盤楽器の発展
についても知識を深め，それらを演奏に生かせるようにする．

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS702N

鍵盤楽器ソロ研究AⅡ

近藤 伸子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 N-322 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

〔授業内容・計画〕
フランス近代（ドビュッシーとラヴェル）と新ウィーン楽派のピアノ曲の研究を行う。作品の一部を受講生で分担して授業内で取り上げ、その曲を
ミニコンサートで演奏する。

第１回 ドビュッシー（１）《アラベスク》《ベルガマスク組曲》
第２回 ドビュッシー（２）小品集
第３回 ドビュッシー（３）《ピアノのために》《版画》《喜びの島》等
第４回 ドビュッシー（４）《映像第1集》《映像第2集》《子供の領分》等
第５回 ドビュッシー（５）《前奏曲集第1巻》
第６回 ドビュッシー（６）《前奏曲集第2巻》
第７回 ドビュッシー（７）《12の練習曲》等
第８回 ラヴェル（１）《水の戯れ》《ソナチネ》等
第９回 ラヴェル（２）《鏡》《夜のガスパール》等
第10回 ラヴェル（３）《高貴で感傷的なワルツ》等
第11回 ラヴェル（４）《クープランの墓》等
第12回 新ウィーン楽派（１）ツェムリンスキーとシェーンベルクのピアノ曲
第13回 新ウィーン楽派（２）ベルクとヴェーベルンのピアノ曲
第14回 ミニコンサート
第15回 まとめ

＊各回の課題曲は受講生と相談の上決める。

◆準備学習の内容◆

自分が担当する曲を研究し授業内で演奏できるように準備しておく。（目安一週間に120分～150分）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み、及び演奏の成果により総合的に評価する。課題に対するフィードバックは授業内で行う。

◆授業目標◆

フランス近代及び新ウィーン楽派のピアノ曲をその時代の様式を考慮して演奏でき、自身のレパートリーに加えられるようにする。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS702N

鍵盤楽器ソロ研究AⅡ

梅本 実



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

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

◆参考図書◆

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

◆留意事項◆

下記の作曲家の作品を受講生が分担して演奏し、演奏法の研究を行う。随時マニュスクリプトや初版楽譜、解釈版等の比較検討を行う。課題
の順番は変更することもある。

第１回 ガイダンス
第２回 楽器学資料館見学…歴史的ピアノの試奏、作曲家と楽器
第３回 ショパン（１）エチュード
第４回 ショパン（２）ノクターン
第５回 ショパン（３）バラード
第６回 ショパン（４）スケルツォ等
第７回 シューマン（１）1840年までの作品前半
第８回 シューマン（２）1840年までの作品後半
第９回 シューマン（３）1840年以降の作品
第10回 リスト（１）《超絶技巧練習曲》《パガニーニによる大練習曲》《３つの演奏会用練習曲》《２つの演奏会用練習曲》等
第11回 リスト（２）《巡礼の年》《詩的で宗教的な調べ》《コンソレーション》《ペトラルカのソネット》、各種編曲等
第12回 リスト（３）《ソナタ》《バラード》《メフィストワルツ》《ハンガリー狂詩曲》《スペイン狂詩曲》等
第13回 ブラームス（１）《ソナタ》《変奏曲》
第14回 ブラームス（２）《小品集》等
第15回 まとめ
＊各回の課題は学生と相談しながら決めます。

◆準備学習の内容◆

１．ピアノ専攻の受講生は担当する課題曲を練習し、その曲の演奏解釈について考察しておく。（週5時間）その際、作曲家の様式、作品の成
立背景や楽曲構成に留意すること。
２．理論系の受講生は作曲家の様式、作品の成立背景や楽曲構成等についてプレゼンテーションを行う。（週3時間）
両者が互いに刺激を与え合う場となることを期待します。

◆成績評価の方法◆

授業への取組状況により、総合的に評価する。課題に対するフィードバックを授業内で行う。

◆授業目標◆

ロマン派ピアノ音楽をその作曲家及び時代の様式を考慮して演奏ができるようにする。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS703N

鍵盤楽器ソロ研究BⅠ

加藤 一郎



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 6-113 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

特になし

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示．

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

J.S.バッハの初期から晩年までの様々な形式の鍵盤作品を取り上げ，その構造や書法の特徴を学ぶとともに，当時は存在しなかった現代ピア
ノによる演奏においてどのようなアプローチが可能かを探求する．
作品の一部を受講生で分担して演奏し，必要に応じて作品についてのプレゼンテーション，意見交換も行う．

1）ガイダンスと参考図書および様々な版の紹介
2）平均律クラヴィア曲集第Ⅰ巻 前半
3）平均律クラヴィア曲集第Ⅰ巻 後半
4）平均律クラヴィア曲集第Ⅱ巻 前半
5）平均律クラヴィア曲集第Ⅱ巻 後半
6）トッカータ
7）フランス組曲
8）イギリス組曲
9）パルティータ
10）イタリア協奏曲とフランス風序曲
11）楽器学資料館見学と試奏
12）音楽の捧げもの（６声，３声のリチェルカーレ）
13）ゴルトベルク変奏曲
14）フーガの技法
15）ミニコンサートとまとめ

◆準備学習の内容◆

自分が担当する作品を研究し，授業内で演奏, 解説できるように準備しておく．(目安：一週間に120分～150分程度）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み，および演奏・研究発表の成果により総合的に評価する.課題に対するフィードバックは授業内で行う．

◆授業目標◆

バロック時代最大の巨匠J.S.バッハの様々な形式の作品についての理解を深め，演奏に生かすことができるようにする．バロック時代最大の
巨匠J.S.バッハの様々な形式の作品についての理解を深め，演奏に生かすことができるようにする．

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS703N

鍵盤楽器ソロ研究BⅠ

近藤 伸子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 N-322 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

18/19世紀ドイツの代表的な詩人の一人であるヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの詩には多くの作曲家が付曲し、沢山の歌曲が残されて
いる。ゲーテの生涯を辿りつつ、その時々に書かれた詩を選び、その詩に付曲された歌曲を研究し、受講生で分担して演奏する。

第１回 シュトラースブルク時代《五月の歌》《野ばら》他
第２回 フランクフルト時代（１）《すみれ》《ガニュメート》他
第３回 フランクフルト時代（２）《プロメテウス》《湖上にて》他
第４回 ヴァイマール時代（１）《さすらい人の夜の歌Ⅰ》《たゆみなき愛》他
第５回 ヴァイマール時代（２）《月に寄せて》《さすらい人の夜の歌Ⅱ》他
第６回〈ヴィルヘルム・マイスターの修業時代〉より《ミニョン》
第７回〈ヴィルヘルム・マイスターの修業時代〉より《フィリーネ》他
第８回〈西東詩集〉より シューベルトの歌曲
第９回〈西東詩集〉より シューマン、ヴォルフの歌曲
第10回〈ファウスト〉より《糸を紡ぐグレートヒェン》他
第11回〈ファウスト〉より《トゥーレの王》他
第12回 20世紀のゲーテ歌曲等
第13回 ミニコンサートのリハーサル
第14回 ミニコンサート
第15回 まとめ

＊ なお各回の内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

毎回次週の授業で取り上げる詩を配布するので、それを事前に日本語に訳し内容を把握しておくこと。ドイツ語が堪能である必要はないが、辞
書を使って訳しある程度理解できることが望ましい。また関連曲を授業の中で随時演奏してもらうが、その場合は一定時間をかけて準備をして
臨むこと。（目安一週間に120分～150分）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み、及び演奏の成果により総合的に評価する。課題に対するフィードバックは授業内で行う。

◆授業目標◆

ドイツ・ロマン派のピアノ曲を演奏する為には、同時代の文学への理解が肝要である。この授業ではロマン派の作曲家たちに大きな影響を与
えた詩人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテに焦点を当て、多く付曲され残されているゲーテ歌曲を研究する。詩と音楽の関係を探ることに
よって、自身の独奏曲の演奏に生かすことを目指す。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS703N

鍵盤楽器ソロ研究BⅠ

梅本 実



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

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

◆参考図書◆

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

◆留意事項◆

下記の作曲家の作品を受講生が分担し、演奏法の研究を行う。随時マニュスクリプトや初版楽譜、解釈版等の比較検討を行う。

第１回 ガイダンス
第２回 ショパン（１）《ソナタ》
第３回 ショパン（２）《ポロネーズ》
第４回 ショパン（３）《ワルツ》
第５回 ショパン（４）《マズルカ》
第６回 シューベルト（１）《即興曲》《楽興の時》等
第７回 シューベルト（２）《ソナタ》前半
第８回 シューベルト（３）《ソナタ》後半
第９回 シューマン（１）1840年以前の作品前半
第10回 シューマン（２）1840年以前の作品後半
第11回 シューマン（３）1840年以降の作品
第12回 ブラームス（１）《ソナタ》
第13回 ブラームス（２）《変奏曲》
第14回 ブラームス（３）《幻想曲》《間奏曲》《バラード》等
第15回 まとめ
＊各回の課題は受講生と相談しながら決めます。

◆準備学習の内容◆

１．ピアノ専攻の受講生は担当する課題曲を練習し、その曲の演奏解釈について考察しておく。（週5時間）その際、作曲家の様式、作品の成
立背景や楽曲構成に留意すること。
２．理論系の受講生は作曲家の様式、作品の成立背景や楽曲構成等についてプレゼンテーションを行う。（週3時間）
両者が互いに刺激を与え合う場となることを期待します。

◆成績評価の方法◆

授業内での発表及び参加状況により、総合的に評価する。課題に対するフィードバックは授業の中で行う。

◆授業目標◆

前期の学習成果を踏まえ、ロマン派ピアノ音楽をその作曲家及び時代の様式を考慮して更に優れた演奏ができるようにする。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS704N

鍵盤楽器ソロ研究BⅡ

加藤 一郎



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 6-113 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

特になし

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示．

◆参考図書◆

必要に応じて指示．

◆留意事項◆

ベートーヴェンの全32曲のピアノソナタは，生涯全体にわたって書かれ，初期と後期の作品を比較すると，非常に大きな変貌を遂げていること
がわかる．その一方で，一貫したベートーヴェン的な特徴というものも確かに存在している．変奏曲やピアノ協奏曲にも目を向け，時代背景や
楽器の発展もふまえつつ，各作品の書法を研究し，どこに斬新で革新的なベートーヴェンの意図が現れているのかを探り，その知識を演奏に
生かせるようにする．
作品（の一部）を分担して授業内で研究・演奏し，その曲をミニコンサートでも演奏する．

1）ガイダンスと参考文献，様々な版の紹介
2）初期のピアノソナタ (1)
3）初期のピアノソナタ（2）
4）初期のピアノソナタ (3)
5）中期のピアノソナタ（1）
6）中期のピアノソナタ（2）
7）中期のピアノソナタ（3）
8）後期のピアノソナタ（1）
9）後期のピアノソナタ（2）
10）後期のピアノソナタ（3）
11）楽器学資料館見学と試奏
12）ピアノ協奏曲
13）変奏曲
14）ミニコンサート
15）後期のまとめ

◆準備学習の内容◆

自分が担当する作品を研究し授業内で解説，演奏できるように準備しておく．（目安：一週間に120～150分）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み，および演奏の成果により総合的に評価する．授業に対するフィードバックは授業内で行う．

◆授業目標◆

ベートーヴェンの鍵盤作品について，ピアノソナタを中心に，時代による様式，書法の変化を研究するとともに，歴史的背景，鍵盤楽器の発展
についても知識を深め，それらを演奏に生かせるようにする．

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS704N

鍵盤楽器ソロ研究BⅡ

近藤 伸子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 N-322 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

フランス近代（ドビュッシーとラヴェル）と新ウィーン楽派のピアノ曲の研究を行う。作品の一部を受講生で分担して授業内で取り上げ、その曲を
ミニコンサートで演奏する。

第１回 ドビュッシー（１）《アラベスク》《ベルガマスク組曲》
第２回 ドビュッシー（２）小品集
第３回 ドビュッシー（３）《ピアノのために》《版画》《喜びの島》等
第４回 ドビュッシー（４）《映像第1集》《映像第2集》《子供の領分》等
第５回 ドビュッシー（５）《前奏曲集第1巻》
第６回 ドビュッシー（６）《前奏曲集第2巻》
第７回 ドビュッシー（７）《12の練習曲》等
第８回 ラヴェル（１）《水の戯れ》《ソナチネ》等
第９回 ラヴェル（２）《鏡》《夜のガスパール》等
第10回 ラヴェル（３）《高貴で感傷的なワルツ》等
第11回 ラヴェル（４）《クープランの墓》等
第12回 新ウィーン楽派（１）ツェムリンスキーとシェーンベルクのピアノ曲
第13回 新ウィーン楽派（２）ベルクとヴェーベルンのピアノ曲
第14回 ミニコンサート
第15回 まとめ

＊各回の課題曲は受講生と相談の上決める。

◆準備学習の内容◆

自分が担当する曲を研究し授業内で演奏できるように準備しておく。（目安一週間に120分～150分）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み、及び演奏の成果により総合的に評価する。課題に対するフィードバックは授業内で行う。

◆授業目標◆

フランス近代及び新ウィーン楽派のピアノ曲をその時代の様式を考慮して演奏でき、自身のレパートリーに加えられるようにする。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS704N

鍵盤楽器ソロ研究BⅡ

梅本 実



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

共演者は各自で手配すること。
曲については、自由とする。

◆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◆

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

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、自分のパートだけではなく他のパートも把握しておくこと。
事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。（目安90分）

◆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。常に課題に対しフィードバックを行う。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS718N

器楽系伴奏研究Ⅰ

器楽系

三木 香代



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

共演者は各自で手配すること。
曲については、自由とする。

◆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◆

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

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、自分のパートだけではなく他のパートも把握しておくこと。
事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。（目安90分）

◆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。常に課題に対しフィードバックを行う。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS719N

器楽系伴奏研究Ⅱ

器楽系

三木 香代



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

共演者は各自で手配すること。
曲については、自由とする。

◆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◆

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

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、自分のパートだけではなく他のパートも把握しておくこと。
事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。（目安90分）

◆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。常に課題に対しフィードバックを行う。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS720N

器楽系伴奏研究Ⅲ

器楽系

三木 香代



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

共演者は各自で手配すること。
曲については、自由とする。

◆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◆

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

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、自分のパートだけではなく他のパートも把握しておくこと。
事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。（目安90分）

◆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。常に課題に対しフィードバックを行う。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS721N

器楽系伴奏研究Ⅳ

器楽系

三木 香代



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。楽譜については教員の指示に従うように。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

第1回ドイツ古典派、初期ロマン派歌曲を巡って（シューベルトⅠ）
第2回ドイツ古典派、初期ロマン派歌曲を巡って（シューマンⅠ）
第3回ドイツ初期ロマン派、ロマン派歌曲を巡って（ブラームスⅠ）
第4回ドイツ初期ロマン派、ロマン派歌曲を巡って（リヒャルト・シュトラウスⅠ）
第5回ドイツ初期ロマン派、ロマン派歌曲を巡って（フーゴー・ヴォルフⅠ）
第6回フランス系作品、英語作品、ロシア作品（フォーレⅠ、ブリテンⅠ、チャイコフスキーⅠ）
第7回フランス系作品、英語作品、ロシア作品（ドビュッシーⅠ、バーバーⅠ、ラフマニノフⅠ）
第8回イタリアの古典、ロマン派歌曲（古典歌曲Ⅰ）
第9回イタリアの古典、ロマン派歌曲（トスティⅠ）
第10回イタリアの古典、ロマン派歌曲（ロッシーニⅠ）
第11回イタリアの古典、ロマン派歌曲（ヴェルディⅠ）
第12回日本の歌曲～瀧から清水脩まで（瀧廉太郎Ⅰ）
第13回日本の歌曲～瀧から清水脩まで（山田耕作Ⅰ）
第14回日本の歌曲～瀧から清水脩まで（清水脩Ⅰ）
第15回 授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

伴奏の読み取りはもちろんのこと、歌詞についても、自分なりに解読し、解釈もしておく。朗読をピアニストにしてもらうこともある。（1日2～3時
間程度）

◆成績評価の方法◆

出席状況、授業内での取り組み方への評価、演習の内容、随時出す課題についてフィードバックする等総合的に評価し、成績を出す。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS722N

声楽系伴奏研究Ⅰ

声楽系

河原 忠之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

この授業の内容が、即戦力となりえるので、緊張感を持って学習するように。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にないが、担当教員より指示のあることもある

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

第1回ドイツ後期ロマン派歌曲を巡って（フーゴーヴォルフⅠ）
第2回ドイツ後期ロマン派歌曲を巡って（シェーンベルクⅠ）
第3回ドイツ後期ロマン派歌曲を巡って（ベルクⅠ）
第4回ドイツ後期ロマン派歌曲を巡って（ウェーベルンⅠ）
第5回ロシア系作品（グリンカⅠ）
第6回ロシア系作品（リムスキーコルサコフⅠ）
第7回イタリアの近代歌曲を巡って（ヴォルフ・フェラーリⅠ）
第8回イタリアの近代歌曲を巡って（レスピーギⅠ）
第9回イタリアの近代歌曲を巡って（ピッツェッティⅠ）
第10回イタリアの近代歌曲を巡って（カゼッラⅠ）
第11回日本の歌曲～高田三郎から木下牧子まで（高田三郎Ⅰ）
第12回日本の歌曲～高田三郎から木下牧子まで（小林秀雄Ⅰ）
第13回日本の歌曲～高田三郎から木下牧子まで（木下牧子Ⅰ）
第14回 授業のまとめ①前半
第15回 授業のまとめ②後半

◆準備学習の内容◆

伴奏パートの読み取りはもちろんのこと、歌詞についても解読、解釈してくること。時によってはピアニストに朗読してもらうこともある。（1日2～3
時間程度）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み方、演習の内容、準備の状況、随時出す課題についてフィードバックする等、併せて評価し、成績をつける

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面授業

◆授業内容・計画◆

MSS723N

声楽系伴奏研究Ⅱ

声楽系

河原 忠之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

この授業の内容が、即戦力となりえるので、緊張感を持って学習するように。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にないが、担当教員から指示のある場合もある。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

第1回ドイツ古典派、初期ロマン派歌曲を巡って（シューベルトⅡ）
第2回ドイツ古典派、初期ロマン派歌曲を巡って（シューマンⅡ）
第3回ドイツ初期ロマン派、ロマン派歌曲を巡って（ブラームスⅡ）
第4回ドイツ初期ロマン派、ロマン派歌曲を巡って（リヒャルト・シュトラウスⅡ）
第5回ドイツ初期ロマン派、ロマン派歌曲を巡って（フーゴー・ヴォルフⅢ）
第6回フランス系作品と、英語作品（フォーレⅡ、ブリテンⅡ、チャイコフスキーⅡ）
第7回フランス系作品と、英語作品（ドビュッシーⅡ、バーバーⅡ、ラフマニノフⅡ）
第8回イタリアの古典派、ロマン派歌曲を巡って（古典歌曲Ⅱ）
第9回イタリアの古典派、ロマン派歌曲を巡って（トスティⅡ）
第10回イタリアの古典派、ロマン派歌曲を巡って（ロッシーニⅡ）
第11回イタリアの古典派、ロマン派歌曲を巡って（ヴェルディⅡ）
第12回日本の歌曲～瀧から清水脩まで（瀧廉太郎Ⅱ）
第13回日本の歌曲～瀧から清水脩まで（山田耕作Ⅱ）
第14回日本の歌曲～瀧から清水脩まで（清水脩Ⅱ）
第15回 授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

伴奏パートの読み取りはもちろんのこと、歌詞についても解読、解釈してくること。時によってはピアニストに朗読してもらうこともある。（1日2～3
時間程度）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み方、演習の内容、準備の状況、随時出す課題についてフィードバックする等、総合的に評価し、成績をつける。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS724N

声楽系伴奏研究Ⅲ

声楽系

河原 忠之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

この授業の内容が、即戦力となりえるので、緊張感を持って学習するように。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にないが、担当教員より指示のある場合もある

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

第1回ドイツロマン派、近代歌曲を巡って（フーゴー・ヴォルフⅣ）
第2回ドイツロマン派、近代歌曲を巡って（シェーンベルクⅡ）
第3回ドイツロマン派、近代歌曲を巡って（ベルクⅡ）
第4回ドイツロマン派、近代歌曲を巡って（ウェーベルンⅡ）
第5回ロシアの歌曲作品（グリンカⅡ）
第6回ロシアの歌曲作品（リムスキーコルサコフⅡ）
第7回イタリアの近代、現代歌曲を巡って（ヴォルフ・フェラーリⅡ）
第8回イタリアの近代、現代歌曲を巡って（レスピーギⅡ）
第9回イタリアの近代、現代歌曲を巡って（ピッツェッティⅡ）
第10回イタリアの近代、現代歌曲を巡って（カゼッラⅡ）
第11回日本の歌曲～高田三郎から木下牧子まで（高田三郎Ⅱ）
第12回日本の歌曲～高田三郎から木下牧子まで（小林秀雄Ⅱ）
第13回日本の歌曲～高田三郎から木下牧子まで（木下牧子Ⅱ）
第14回 授業のまとめ①前半
第15回 授業のまとめ②後半

◆準備学習の内容◆

伴奏パートの読み取りはもちろんのこと、歌詞についても解読、解釈してくること。時によってはピアニストに朗読してもらうこともある。（1日2～3
時間程度）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み方、演習の内容、準備の状況、随時出す課題についてフィードバックする等、併せて評価し、成績をつける

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面授業

◆授業内容・計画◆

MSS725N

声楽系伴奏研究Ⅳ

声楽系

河原 忠之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

授業は定刻に開始し、出欠をとる。その時点で音出しができる状況を整えておくこと。遅刻および無届けの早退は成績評価の対象となる。何ら
かの事情で授業に参加できないことが明らかになった場合は、すみやかに指導教員およびアンサンブルのパートナーに通達すること。

◆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◆

さまざまな楽器とのアンサンブル作品を準備する。指導教員の指示に従うだけの受動的な演奏改善を目的とせず、演奏者自身が演奏上の問
題点に気づき、それらを自らの提案によって改善に寄与するリハーサルを構築できるよう努力する。

1）ガイダンスおよびオーボエ、クラリネットとピアノを含むアンサンブル（1a)
2）オーボエ、クラリネットとピアノを含むアンサンブル（1b) : 前回とは異なる楽章
3）ユーフォ二アムとピアノを含むアンサンブル（1）：バロック～古典派の作品
4）ユーフォニアムとピアノを含むアンサンブル（1）：19世紀の作品
5）フルート、ピアノとサックスを含むアンサンブル（1a)
6）フルート、ピアノとサックス含むアンサンブル（1b) : 前回とは異なる楽章
7）2台ピアノと打楽器を含むアンサンブル（1a) 
8）2台ピアノと打楽器を含むアンサンブル（1b) : 前回とは異なる楽章
9）2台ピアノと打楽器を含むアンサンブル（1c)前々回、前回とは異なる楽章
10）2台ピアノと打楽器を含むアンサンブル（2a) 
11）2台ピアノと打楽器を含むアンサンブル（2b) : 前回とは異なる楽章
12）2台ピアノと打楽器を含むアンサンブル（2c)前々回、前回とは異なる楽章
13）フルート、オーボエ、クラリネットとピアノを含むアンサンブル（1a)
14）フルート、オーボエ、クラリネットとピアノを含むアンサンブル（1b)：前回とは異なる作品
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業はソロ楽器（ハープ、フルート、オーボエ、クラリネット、ユーフォニアム、サキソフォーン、打楽器）とピアノを含んだアンサンブル作品を軸に
展開される。授業開始時に扱う作品は受業開始前に行われる総合ガイダンスの際に頒布し、その後の履修作品に関しては授業内で指示す
る。アンサンブルの際に何より大切なのは「自分のパートを完璧に準備しておくこと」につきる。自分が担当する作品においては、演奏するパー
トの技術的な準備のみならず、それが音楽全体の中で何を担うべきかを1時間以上の時間をかけて事前に詳細に考察し、パートナーとの音楽
的連携を理解しておくこと。気がついたことは自分の楽譜に書き込んでおくことを推奨する。授業で扱われる作品に関しては、履修者全員がそ
のスコアを準備すること。そのための楽譜の入手方法に関しては授業内で指示する。これを利用して、自分が演奏しない作品の楽譜にも事前
に確認し、実際のアンサンブルの際にどのような配慮が必要になるかを予測しておくこと。

◆成績評価の方法◆

演奏の完成度を評価対象にするのではなく、事前の演奏準備の綿密さ、リハーサルを展開する際の創意工夫や積極性を重視するとともに、平
常の授業への取り組み（自分が演奏しない場合も含む）によって評価する。授業中に課題を常にフィードバックする。
「留意事項」も参照のこと。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS709N

室内楽演習Ⅰ

金子 恵



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

授業は定刻に開始し、出欠をとる。その時点で音出しができる状況を整えておくこと。遅刻および無届けの早退は成績評価の対象となる。何ら
かの事情で授業に参加できないことが明らかになった場合は、すみやかに指導教員およびアンサンブルのパートナーに通達すること。

◆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◆

さまざまな楽器とのアンサンブル作品を準備する。前期と同様、演奏者自身の力によってリハーサルを進行させる力を養うことを目的とする。

1）フルートとピアノを含むアンサンブル（1）
2）オーボエとピアノを含むアンサンブル（1）
3）クラリネットとピアノを含むアンサンブル（1）
4）ユーフォニアムとピアノを含むアンサンブル（1）
5）サキソフォーンとピアノを含むアンサンブル（1）
6）ハープとピアノを含むアンサンブル（1）
7）打楽器とピアノを含むアンサンブル（1）
8）フルートとピアノを含むアンサンブル(2) 前回とは異なる曲目
9）オーボエとピアノを含むアンサンブル（2）前回とは異なる曲目
10）クラリネットとピアノを含むアンサンブル（2）前回とは異なる曲目
11）ユーフォニアムとピアノを含むアンサンブル（2）前回とは異なる曲目
12）サキソフォーンとピアノを含むアンサンブル（2）前回とは異なる曲目
13）ハープとピアノを含むアンサンブル（2）前回とは異なる曲目
14）打楽器とピアノを含むアンサンブル（2）前回とは異なる曲目
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業はソロ楽器（ハープ、フルート、オーボエ、クラリネット、ユーフォニアム、サクソフォーン、打楽器）とピアノを含んだアンサンブル作品を軸に
展開される。授業開始時に扱う作品は受業開始前に行われる総合ガイダンスの際に頒布し、その後の履修作品に関しては授業内で指示する。
アンサンブルの際に何より大切なのは「自分のパートを完璧に準備しておくこと」につきる。自分が担当する作品においては、演奏するパートの
技術的な準備のみならず、それが音楽全体の中で何を担うべきかを1時間以上の時間をかけて事前に詳細に考察し、パートナーとの音楽的連
携を理解しておくこと。気がついたことは自分の楽譜に書き込んでおくことを推奨する。授業で扱われる作品に関しては、履修者全員がそのスコ
アを準備すること。そのための楽譜の入手方法に関しては授業内で指示する。これを利用して、自分が演奏しない作品の楽譜にも事前に確認
し、実際のアンサンブルの際にどのような配慮が必要になるかを予測しておくこと。

◆成績評価の方法◆

演奏の完成度を評価対象にするのではなく、事前の演奏準備の綿密さ、リハーサルを展開する際の創意工夫や積極性を重視するとともに、平
常の授業への取り組み（自分が演奏しない場合も含む）によって評価する。授業中に課題を常にフィードバックする。
「留意事項」も参照のこと。

◆授業目標◆

前期で経験したことに加え、さらに経験を積むべく演習を継続する。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS710N

室内楽演習Ⅱ

金子 恵



ナンバリング

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 水３ 単位数 1単位

備考

様々な器楽奏者が集まる授業の中で、他の楽器に対する知識を深め、互いの演奏を聴取し、各自の成長に役立ててほしい。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業ごとに指示する。

◆参考図書◆

授業の中で推奨する本を提示する。

◆留意事項◆

１回目 時間藝術としての音楽、そして「演奏」とは。
２回目 演奏解釈について
３回目 楽器の変遷と楽曲の密接な関係
４回目 楽譜の読み方
５回目 イタリアのバロック音楽
６回目 フランスのバロック音楽
７回目 バッハの宇宙
８回目 バッハの息子たち
９回目 ハイドンの器楽作品

１０回目 モーツァルトの器楽作品
１１回目 モーツァルトと同時代人たち
１２回目 ベートーヴェン研究（初期作品）
１３回目 ベートーヴェン研究（中期作品）
１４回目 ベートーヴェン研究（後期作品）
１５回目 まとめ

◆準備学習の内容◆

作品の研究に当たっては指示された曲の楽譜を用意し授業の理解の為に充分予習すること。（毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

学習意欲（公開演奏における積極性、講義におけるディスカッション）と到達度に応じ、その都度、講評を加えながら評価する。

◆授業目標◆

演奏するということの本質的な意味を考え、楽譜を読み解き、精神的により深い演奏が出来るようになる

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSL701U

作品研究（器楽）Ⅰ

久元 祐子



ナンバリング

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 水３ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

授業ごとに指示する

◆参考図書◆

授業の中で推奨する本を提示する

◆留意事項◆

１回目 シューベルトの器楽作品
２回目 メンデルスゾーンの器楽作品
３回目 ショパンのピアニズム
４回目 シューマンの器楽作品
５回目 ブラームスの器楽作品
６回目 リストの器楽作品
７回目 フランスの器楽作品
８回目 ロシアの器楽作品
９回目 北欧、バルト三国の器楽作品

１０回目 新ウィーン楽派の作品
１１回目 ハンガリーの器楽作品
１２回目 スペインの器楽作品
１３回目 アメリカの器楽作品
１４回目 アジア、邦人作品研究
１５回目 まとめ

◆準備学習の内容◆

研究する曲の楽譜を用意し調べて授業に臨むことが望まれる。（毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業に参加する態度、及び演奏参加する積極性をフィードバックして評価の判断とする。

◆授業目標◆

様々な楽曲の分析・研究を通じて、音楽の原理について考え、演奏において必要な技術力、表現力を高めることを目指す。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MSL702U

作品研究（器楽）Ⅱ

久元 祐子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

ソロでは体験できない、他者と音楽を作り上げる喜びを感じてほしい。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

『Aをください ピアニストと室内楽の幸福な関係』練木繁夫著（春秋社）

◆留意事項◆

授業は公開レッスン形式で進め、問題点やその解決法について様々な角度から考察することで、アンサンブル能力とともにバランスの取れた
音楽的感覚を磨く。履修曲目は履修者の専攻楽器によって柔軟に対応する。

〈授業スケジュール〉
 １）ガイダンスと選曲
 ２）室内楽曲レパートリー概観
 ３）各楽器の特性の理解とその実際
 ４）作品分析と演奏への活用
 ５）作品の背景の理解と演奏への応用
 ６）各パートの研究
 ７）拍感、呼吸の共有とその実際
 ８）音量バランスの調整
 ９）音楽解釈の討議と統合
 10）演奏全体の調和とその俯瞰
 11）問題点の検討と自己修正
 12）奏者間のコミュニケーション
 13）室内楽演奏の必須項目
 14）演奏発表と合評
 15）まとめ

◆準備学習の内容◆

初回までに、各自選択する曲について検討しておくこと。
演奏する曲については、充分な準備をし、自分のパートだけでなく他のパートも把握しておくことが重要である。（目安90分）
履修学生全員が授業内で演奏される曲のスコアを閲覧できるよう準備すること。

◆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。常に課題に対しフィードバックを行う。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS711N

室内楽演習Ⅲ

三木 香代



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

ソロでは体験できない、他者と音楽を作り上げる喜びを感じてほしい。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

『Aをください ピアニストと室内楽の幸福な関係』練木繁夫著（春秋社）

◆留意事項◆

授業は公開レッスン形式で進め、問題点やその解決法について様々な角度から考察することで、アンサンブル能力とともにバランスの取れた
音楽的感覚を磨く。履修曲目は履修者の専攻楽器によって柔軟に対応する。
後期ではさらにレパートリーの拡大を目指す。

〈授業スケジュール〉
 １）ガイダンスと選曲
 ２）室内楽曲レパートリー概観
 ３）各楽器の特性の理解とその実際
 ４）作品分析と演奏への活用
 ５）作品の背景の理解と演奏への応用
 ６）各パートの研究
 ７）拍感、呼吸の共有とその実際
 ８）音量バランスの調整
 ９）音楽解釈の討議と統合
 10）演奏全体の調和とその俯瞰
 11）問題点の検討と自己修正
 12）奏者間のコミュニケーション
 13）室内楽演奏の必須項目
 14）演奏発表と合評
 15）まとめ

◆準備学習の内容◆

初回までに、各自選択する曲について検討しておくこと。
演奏する曲については、充分な準備をし、自分のパートだけでなく他のパートも把握しておくことが重要である。（目安90分）
履修学生全員が授業内で演奏される曲のスコアを閲覧できるよう準備すること。

◆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。常に課題に対しフィードバックを行う。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS712N

室内楽演習Ⅳ

三木 香代



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-306～307 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

その都度、講師から示される。共通の教科書などはない。

◆参考図書◆

その都度、講師から示される。各言語の辞書は用意しておくように。

◆留意事項◆

4名の教員によるオムニバス形式の講義が展開される。

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

◆準備学習の内容◆

課題として出された文学作品について、自力で読解し、解釈出来るようにしておく。
時には課題となる作品を使用している音楽作品をめぐる演習もあり得るので、歌い手と用意しておくことも必要となろう。
（1日2時間程度）

◆成績評価の方法◆

出席状況、授業内での取り組み方への評価、演習の内容、随時出す課題についてフィードバックする等、総合的に評価し、成績を出す。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSL703U

原典講読（鍵盤楽器）Ⅰ

ｵﾑﾆﾊﾞｽ形式※休講情報配信時注意

河原 忠之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-306～307 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

その都度、講師から示される。共通の教科書などはない。

◆参考図書◆

その都度、講師から示される。各言語の辞書は用意しておくように。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

課題として出された文学作品について、自分で読解し、解釈できるようにしておく。
時には課題となる文学作品をめぐる演習もあり得るので、歌い手と用意しておくことも必要になろう。
（1日2時間程度）

◆成績評価の方法◆

出席状況、授業内での取り組み方への評価、演習の内容、随時出す課題についてフィードバックする等、総合的に評価し、成績を出す。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面授業

◆授業内容・計画◆

MSL704U

原典講読（鍵盤楽器）Ⅱ

ｵﾑﾆﾊﾞｽ形式※休講情報配信時注意

河原 忠之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で紹介する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

ピアノ教育について書かれた書籍や楽譜を読み、映像などを含む資料を見たりしながら、これまでに研究、実践されてきたことを辿る。それを
土台として学生は自身の受けたピアノの指導を振り返り、その指導の意図や目的を踏まえて、これからのピアノ教育について何が必要なのか
を考えていく。

1)    ピアノ演奏と指導するためのピアノ教育の関係について考える。この授業の進め方を伝える。
2)    著名なピアニスト達の受けてきた音楽教育を彼らの自伝等を読み、考える。
3)    前回に引き続き自伝等を読みディスカッションする。
4)    現在出版されているピアノ教育に関する本を取り上げ考える。
5)    前回に引き続きピアノ教育に関する本を読みディスカッションする。
6)    ピアニスト兼教育者として活躍する人の記録映像を見る。
7)    前回に引き続き映像を見てディスカッションする。
8)    代表的な幾つかの教材を取り上げその意図や目的を考える。
9)    前回に引き続き教材を全員で弾きその内容についてディスカッションする。
10)  オーケストラのリハーサル映像を見て指揮者の表現する言葉や表情を指導のヒントとして考える。
11)  前回に引き続き映像を見てディスカッションする。
12)  大学で行われた公開レッスンの映像を見てレッスンについて考える。
13)  前回に引き続き映像を見てディスカッションする。
14)  学生が現在練習する作品を指導する立場になったつもりで見てみることでどう見方が変わるか或いは同じなのかを考える。
15)  前期のまとめとして時間内で課題に沿った小論文を書く。

◆準備学習の内容◆

資料を読む、課題となった曲を弾けるようにする等、次週までに準備してくること。
課題準備のため週2〜3時間程度の時間を必要とする。

◆成績評価の方法◆

授業内容への取り組みや課題の達成度等を総合的に見て評価する。

◆授業目標◆

これまでのピアノ教育を顧みて、現在とこれからのピアノ教育に必要なことについて様々な角度から考えていく。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSL705U

ピアノ教育研究Ⅰ

山内 のり子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で紹介する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

後期の授業では、実際に初期の段階から重要なソルフェージュ、テクニックに関する教材や指導方法を取り上げ、その内容を研究する。また学
生が自らに必要な課題があるならばそれについても取り上げる。

1)    ソルフェージュについて内容を紹介し、その歴史と現在を見ていく。
2)    主にフランスで研究され実践されているフォルマシオン・ミュジカルについて紹介する。
3)    国内外のソルフェージュの教材を見て実践する。
4)    初歩者から音大生までソルフェージュとピアノ演奏との関わりについてディスカッションする。
5)    テクニックを学び上達させることを目的として書かれた教材や本を取り上げる。
6)    前回取り上げた教材を実際に弾いてその主旨をディスカッションしながら考える。
7)    時代毎によく使用されたテクニックの教材を比較する。
8)    作曲家、ピアニストが書き残した練習曲や練習方法などを見ていく。
9)    学生が抱えるテクニックの悩みや、音楽とテクニックの関係について考える。
10)  初歩者からから上級者まで身体をどう使って演奏するかをその指導方法と共に考えディスカッションする。
11)  前回考えたことを実際にピアノを弾きながら実践してみる。
12)  前期で取り上げた著名なピアニストの演奏を映像で見ながら彼らの受けた音楽教育歴と演奏との関連を考える。
13)  ソルフェージュやテクニック以外で実際にピアノを教える時に必要なことについて考える。
14)  現在のピアノ教育の問題は何かをディスカッションする。
15)  まとめとして課題に沿った小論文を書く。

◆準備学習の内容◆

資料を読む、課題となった曲を弾けるようにする等、次週までに準備してくること。
課題準備のため週2〜3時間程度の時間を必要とする。

◆成績評価の方法◆

授業内容への取り組みや課題の達成度等を総合的に見て評価する。

◆授業目標◆

これからのピアノ教育に必要なことを検討・議論し、自身で問題を解決することができる。

◆授業形態◆

対面とオンラインを併用で行う。

◆授業内容・計画◆

MSL706U

ピアノ教育研究Ⅱ

山内 のり子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

授業内の指示に従い、必要な予習、及び練習をしておくこと。 （毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
課題については、授業内で毎回、フィードバックする。

◆授業目標◆

演奏家、教育者になるための基礎的なノウハウを身に付ける。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSP705N

器楽（弦管打）演習Ⅰ

（Ｓ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

授業内の指示に従い、必要な予習、及び練習をしておくこと。   （毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
課題については、授業内で毎回、フィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSP706N

器楽（弦管打）演習Ⅱ

（Ｓ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

授業内の指示に従い、必要な予習、及び練習をしておくこと。 （毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
課題については、授業内で毎回、フィードバックする。

◆授業目標◆

演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSP707N

器楽（弦管打）演習Ⅲ

（Ｓ）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

授業内の指示にしたがい、必要な予習、および復習をしてくること。 （毎日1時間）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
毎回の授業で出される課題の達成度を含め、総合的に判断する。
課題は常に授業内においてフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSP708N

器楽（弦管打）演習Ⅳ

（Ｓ）



ナンバリング

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 金５ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

修士課程に必要な知識・技術を修得するため、毎日の実技練習、作曲家や作品について調べる等、自己研鑚に励み、授業に備える事。（目
安：毎日２時間以上）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。毎授業終了後に講評を行い、次の授業までの課題をフィードバックする。

◆授業目標◆

レパートリー研究だけではなくステージマナーも含め、演奏するということはどのようなものか考え学び、自身の言葉、楽器で主張できる演奏家
を育成する。 演奏の前にその楽曲についての研究発表を口頭で行なう。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS713U

弦管打研究（レパートリー研究）Ⅰ

永峰 高志



ナンバリング

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 金５ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

修士課程に必要な知識・技術を修得するため、毎日の実技練習、作曲家や作品について調べる等、自己研鑚に励み、授業に備える事。（目
安：毎日２時間以上）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。毎授業終了後に講評を行い、次の授業までの課題をフィードバックする。

◆授業目標◆

レパートリー研究だけではなくステージマナーも含め、演奏するということはどのようなものか考え学び、自身の言葉、楽器で主張できる演奏家
を育成する。演奏の前にその楽曲についての研究発表を口頭で行なう。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS714U

弦管打研究（レパートリー研究）Ⅱ

永峰 高志



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

修士課程に必要な知識・技術を修得するため、毎日の実技練習、作曲家や作品について調べる等、自己研鑚に励み、授業に備える事。（目
安：毎日２時間以上）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。毎授業終了後に講評を行い、次の授業までの課題をフィードバックする。

◆授業目標◆

修了試験プログラムを題材にし、ステージマナーも含め、演奏するということはどのようなものか考え学び、自身の言葉、楽器で主張できる演
奏家を育成する。演奏の前にその楽曲についての研究発表を口頭で行なう。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS715U

弦管打研究（レパートリー研究）Ⅲ

永峰 高志



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

修士課程に必要な知識・技術を修得するため、毎日の実技練習、作曲家や作品について調べる等、自己研鑚に励み、授業に備える事。（目
安：毎日２時間以上）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。毎授業終了後に講評を行い、次の授業までの課題をフィードバックする。

◆授業目標◆

修了試験プログラムを題材にし、ステージマナーも含め、演奏するということはどのようなものか考え学び、自身の言葉、楽器で主張できる演
奏家を育成する。 演奏の前にその楽曲についての研究発表を口頭で行なう。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MSS716U

弦管打研究（レパートリー研究）Ⅳ

永峰 高志



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜授業内で資料を配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

「作曲演習 I」では、中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作を準備する。
なお、編成についてはいずれも自由であるが、中間発表作品に関しては担当教員と相談し決定するものとする。
中間発表作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、とくに以下の項目に留意して授業展開を行う。

第１回 オリエンテーション
第２回 世界の音楽作品の聴取
第３回 時代様式の考察
第４回 楽器・奏法・技法の検討
第５回 芸術文化への広汎な視点と創作との関係性
第６回 音楽語法の考察
第７回 自律的方法論の模索
第８回 創作のための楽曲研究
第９回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（基礎・前半）
第10回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（基礎・後半）
第11回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（発展・前半）
第12回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（発展・後半）
第13回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（応用）
第14回 自主的作品創作の完成
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

作品創作の達成状況と授業への参加態度、その他、随時課題を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。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS734N

作品創作演習Ⅰ

（作品創作）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜授業内で資料を配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

「作曲演習 II」では「作曲演習 I」の内容を踏まえて、中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作を完成させる。
なお、編成についてはいずれも自由であるが、中間発表作品および修了作品に関しては担当教員と相談し決定することとする。
「作曲演習I」と同じに内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、とくに以下の項目に留意して授業展開を行う。

第１回 オリエンテーション
第２回 世界の音楽作品の聴取
第３回 時代様式の考察
第４回 楽器・奏法・技法の検討
第５回 芸術文化への広汎な視点と創作との関係性
第６回 音楽語法の考察
第７回 自律的方法論の模索
第８回 創作のための楽曲研究
第９回 中間発表作品創作への作曲個人レッスン（基礎・前半）
第10回 中間発表作品創作への作曲個人レッスン（基礎・後半）
第11回 中間発表作品創作への作曲個人レッスン（発展・前半）
第12回 中間発表作品創作への作曲個人レッスン（発展・後半）
第13回 中間発表作品創作への作曲個人レッスン（応用）
第14回 中間発表作品の完成・パート譜作成等
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

中間発表の作品提出・演奏、平常の授業への取組み、その他、随時課題を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。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MCS735N

作品創作演習Ⅱ

（作品創作）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

修了作品は研究課題と関連付けた内容が問われる。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜授業内で資料を配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

「作品創作演習 III」は「作品創作演習 II」の内容を踏まえて、修了作品創作と自主的作品創作を準備する。
なお、編成についてはいずれも自由であるが、修了作品に関しては担当教員と相談し決定することとする。
修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。

第１回 オリエンテーション
第２回 世界の音楽作品の聴取
第３回 時代様式の考察
第４回 楽器・奏法・技法の検討
第５回 芸術文化への広汎な視点と創作との関係性
第６回 音楽語法の考察
第７回 自律的方法論の模索
第８回 創作のための楽曲研究
第９回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（基礎・前半）
第10回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（基礎・後半）
第11回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（発展・前半）
第12回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（発展・後半）
第13回 自主的作品創作への作曲個人レッスン（応用）
第14回 自主的作品創作の完成
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

作品創作の達成状況と授業への参加態度、その他、随時課題を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。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS736N

作品創作演習Ⅲ

（作品創作）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

修了作品は研究課題と関連付けた内容が問われる。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜授業内で資料を配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

「作品創作演習 IV」では「作品創作演習III」の内容を踏まえて、修了作品創作と自主的作品創作を完成させる。
なお、編成についてはいずれも自由であるが、修了作品に関しては担当教員と相談し決定することとする。
修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。

第１回   オリエンテーション
第２回   世界の音楽作品の聴取
第３回   時代様式の考察
第４回   楽器・奏法・技法の検討
第５回   芸術文化への広汎な視点と創作との関係性
第６回   音楽語法の考察
第７回   自律的方法論の模索
第８回   創作のための楽曲研究
第９回   修了作品創作への作曲個人レッスン（基礎・前半）
第10回  修了作品創作への作曲個人レッスン（基礎・後半）
第11回  修了作品創作への作曲個人レッスン（発展・前半）
第12回  修了作品創作への作曲個人レッスン（発展・後半）
第13回  修了作品創作への作曲個人レッスン（応用）
第14回  修了作品の完成・パート譜作成等
第15回  まとめ

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

修了審査会における作品提出・演奏審査と、最終試験における譜面及び研究報告の審査（面接）。
その他、授業で随時課題を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。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

MCS737N

作品創作演習Ⅳ

（作品創作）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

「音楽理論演習 I」では、主に２つの学修を平行して行う。
1) 修士論文執筆に向けた準備段階として関心がある時代、作曲家、書法などについて調査、分析する。
2) 創作和声、フーガなどを作曲し、音楽理論の書法について探求を行う。

授業内容
1) オリエンテーション
2) 時代様式の考察
3) 作曲家による様式の考察
4) 形式の考察
5) 楽器編成の考察
6) 和声的書法に関する考察
7) 創作和声の作曲①（ソプラノ課題１）
8) 創作和声の作曲②（ソプラノ課題２）
9) 創作和声の作曲③（バス課題１）
10) 創作和声の作曲④（バス課題２）
11) 対位法的書法に関する考察
12) フーガの作曲①（主題と提示部）
13) フーガの作曲②（嬉遊部）
14) フーガの作曲③（追迫部）
15) まとめ

◆準備学習の内容◆

原則として、毎回学生が準備した分析、作曲、研究に対して、議論、添削、追加の課題提示などを行う。

◆成績評価の方法◆

作曲課題の達成状況と研究の進捗状況、授業への参加態度、また、それらのフィードバックに対する進歩の状況などを、総合的に成績評価す
る。

◆授業目標◆

（1）新鮮且つ独創性豊かな視点を持って、音楽理論に関する課題を自ら設定し研究を行うことができる。（2）和声的書法、対位法的書法の技
術を探求し、洗練された書法で和声課題、フーガ等の作品を創作することができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS738N

音楽理論演習Ⅰ

（音楽理論）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究題目と関連付けた内容が望ましい。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

「音楽理論演習 II」では「音楽理論演習 I」の内容を踏まえて、研究題目の決定にむけた絞り込みを行う。具体的には、任意の作曲家の楽曲を
分析し、レポートを作成する。また、中間発表に向けた作品創作とフーガの作曲を中心に行う。

授業内容
1) 第1セメスター振り返り
2) 楽曲分析①（分析のポイントと方法）
3) 楽曲分析②（分析の内容検討）
4) 楽曲分析③（分析の考察と結論）
5) 楽曲分析に基づくレポートの作成①（執筆と添削）
6) 楽曲分析に基づくレポートの作成②（仕上げと確認）
7) フーガ作曲①（主題と提示部）
8) フーガ作曲②（嬉遊部）
9) フーガ作曲③（追迫部）
10) 研究題目の絞り込み
11) 中間発表の作品創作①（全体のプラン）
12) 中間発表の作品創作②（作曲と添削）
13) 中間発表の作品創作③（仕上げと確認）
14) 和声課題の分析、創作和声の作曲等
15) まとめ

◆準備学習の内容◆

原則として、毎回学生が準備した分析、作曲、レポートに対して、議論、添削、追加の課題提示などを行う。

◆成績評価の方法◆

中間発表に向けての作曲状況と、研究の進捗状況、フーガと創作和声の作曲進度、また、それらのフィードバックに対する進歩の状況などを、
総合的に成績評価する。

◆授業目標◆

（1）新鮮且つ独創性豊かな視点を持って、音楽理論に関する課題を自ら設定し研究を行うことができる。(2) 研究内容に沿った中間発表作品を
作曲し、発表することができる。(3)和声的書法、対位法的書法の技術を探求し、洗練された書法で和声課題、フーガ等の作品を創作すること
ができる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MCS739N

音楽理論演習Ⅱ

（音楽理論）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

「音楽理論演習Ⅲ」では、主に２つの学修を平行して行う。
1) 修士論文執筆に向け、研究を具体的に進める。
2) 創作和声、フーガなどを作曲し、音楽理論の書法について探求を行う。

授業内容
1) オリエンテーション、「音楽理論演習Ⅱ」の振り返り
2) 研究①（研究題目に沿う研究方法）
3) 研究②（研究方法の具体的プラン）
4) 研究③（時代的考察）
5) 研究④（作曲家固有の様式・作曲法）
6) 研究⑤（楽曲分析・主要な楽曲について）
7) 研究⑥（楽曲分析・関連する楽曲について）
8) 研究⑦（特徴の抽出）
9) 研究⑧（特徴の分類）
10) 研究⑨（論文の章立て）
11) フーガの作曲① 自作の主題によるフーガ前半部
12) フーガの作曲② 自作の主題によるフーガ後半部
13) 創作和声の作曲① バス課題（バロック時代様式による）
14) 創作和声の作曲② ソプラノ課題（古典派、ロマン派、近代から任意の様式を選択）
15) 前期の総括と後期に向けた展望

◆準備学習の内容◆

原則として、毎回学生が準備した分析、作曲、研究に対して、議論、添削、追加の課題提示などを行う。

◆成績評価の方法◆

作曲課題の達成状況と研究の進捗状況、授業への参加態度、また、それらのフィードバックに対する進歩の状況などを、総合的に成績評価す
る。

◆授業目標◆

⑴  新鮮且つ独創性豊かな視点を持って、音楽理論に関する課題を自ら設定し研究を行うことができる。⑵ 和声的書法、対位法的書法の技
術を探求し、洗練された書法で和声課題、フーガ等の作品を創作することができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS740N

音楽理論演習Ⅲ

（音楽理論）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

「音楽理論演習Ⅳ」は修了試験に向け、これまでの研究を、修士論文、修了作品として完成させる。

授業内容
1) 「音楽理論演習Ⅲ」の振り返り
2) 研究① 追加資料の検討
3) 研究② 作曲法の考察
4) 研究③ 分析の考察
5) 研究④ 論文の執筆（研究方法、時代様式、作曲法などの執筆）
6) 研究⑤ 論文の執筆（分析部分の執筆）
7) 研究⑥ 論文の執筆（考察部分の執筆）
8) 研究⑦ 論文の執筆（序章、最終章の執筆）
9) 研究⑧ 論文の執筆（全体の添削、校正）
10) 修了作品の作曲① 曲種、形式、編成
11) 修了作品の作曲② 作曲の方法
12) 修了作品の作曲③ 作曲と添削
13) 修了作品の作曲④ 作曲の続きと添削
14) 修了作品の作曲⑤ 作品の完成と確認
15) まとめと修了試験の準備

この他、平行してフーガと創作和声の作曲も続ける。

◆準備学習の内容◆

原則として、毎回学生が準備した分析、作曲、研究に対して、議論、添削、追加の課題提示などを行う。

◆成績評価の方法◆

作曲課題の達成状況と研究の進捗状況、授業への参加態度、また、それらのフィードバックに対する進歩の状況などを、総合的に成績評価す
る。

◆授業目標◆

⑴  新鮮且つ独創性豊かな視点を持って、音楽理論に関する課題を自ら設定し研究を行うことができる。⑵ 研究内容をまとめ、修士論文を執
筆できる。⑶ 修了試験に向け、研究内容に関連する作品を創作できる。⑷ 和声的書法、対位法的書法の技術を探求し、洗練された書法で和
声課題、フーガ等の作品を創作することができる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MCS741N

音楽理論演習Ⅳ

（音楽理論）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で適宜指示する。

◆参考図書◆

『ソルフェージュ』視唱・読譜・リズム・聴音 全4冊 国立音楽大学編（音楽之友社）

◆留意事項◆

「ソルフェージュ演習Ⅲ」では、自己のソルフェージュ能力を高めるとともに、論文執筆のための研究を具体的に進め、研究内容を応用した課題
作成、指導法についても探求する。

1) オリエンテーションと「ソルフェージュ演習Ⅱ」の振り返り
2) 研究① 題目と具体的な研究方法
3) 研究② 参考文献の収集と活用
4) 研究③ 研究の主部（アンケート、データ解析、授業など）の準備
5 )研究④ 研究の主部（アンケート、データ解析、授業など）の実施
6) 研究⑤ 研究の主部（アンケート、データ解析、授業など）の結果
7) 研究⑥ 研究の主部（アンケート、データ解析、授業など）の考察
8) ソルフェージュ課題の作成① 論文題目と課題作成のねらい
9) ソルフェージュ課題の作成② 課題の作成
10) ソルフェージュ課題の作成③ 課題の添削と指導法
11) ソルフェージュ課題の実施
12) ソルフェージュ課題の講評
13) オーケストラ・スコアのリダクション①（リダクション楽譜の作成）
14) オーケストラ・スコアのリダクション②（リダクション楽譜の演奏）
15) まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回学生と相談のうえ設定した課題について、学生自身が調査、練習、作成した内容について、議論、添削、指導、追加課題の提示などを行
う。

◆成績評価の方法◆

課題に対する取り組みや達成状況、フィードバックに対する進歩の状況などを、総合的に成績評価する。

◆授業目標◆

ソルフェージュ教育者として必要なスキルを身に付ける。具体的には、(1) 教育的視点をもった研究、演奏、創作が行える。(2) 指導ポイントが
明確なソルフェージュ課題作成ができ、課題の指導が行える。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS707N

ソルフェージュ演習Ⅲ



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で適宜指示する。

◆参考図書◆

『ソルフェージュ』視唱・読譜・リズム・聴音 全4冊 国立音楽大学編（音楽之友社）

◆留意事項◆

「ソルフェージュ演習Ⅳ」では、引き続き自己のソルフェージュ能力を高めるとともに、修了試験に向けて、研究題目をより深く探求して論文執筆
を進め、修了作品（課題集）を作曲する。

1) 「ソルフェージュ演習Ⅲ」の振り返り
2) 追加資料の検討
3) 研究① 論文執筆（研究方法等）
4) 研究② 論文執筆（アンケート、データ解析、授業など前期に行った研究部分）
5) 研究③ 論文執筆（研究②に基づく指導法の検討）
6) 研究④ 論文執筆（指導法に基づく課題の作曲）
7) 研究⑤ 論文執筆（指導法に基づく課題の実施と考察）
8) 研究⑤ 論文執筆（序章、最終章の執筆）
9) 研究⑤ 論文執筆（全体の添削、校正）
10) 修了演奏審査に向けた、課題集のための追加課題の作曲と添削
11) 修了演奏審査に向けた、課題集の完成
12) オーケストラ・スコアのリダクション①（リダクション譜の作成と添削）
13) オーケストラ・スコアのリダクション②（リダクション譜の完成と確認）
14) オーケストラ・スコアのリダクション③（演奏レッスン）
15) まとめと修了試験の準備

◆準備学習の内容◆

毎回論文題目に関する課題について、学生自身が調査、執筆、作成、練習した内容について、議論、添削、指導、追加課題の提示などを行
う。

◆成績評価の方法◆

修士論文の研究題目に対する取り組みや達成状況、フィードバックに対する進歩の状況、修了試験に向けた準備の進捗状況等を、総合的に
成績評価する。

◆授業目標◆

ソルフェージュ教育者として必要なスキルを身に付ける。具体的には、(1) 教育的視点をもった研究、演奏、創作が行える。(2) 指導ポイントが
明確なソルフェージュ課題作成ができ、課題の指導が行える。⑶ 修了試験に向けて、論文執筆と修了作品を完成させることができる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MCS708N

ソルフェージュ演習Ⅳ



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

音と文明（大橋力 著／岩波書店）
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）
声の文化と文字の文化（ウォルター・J. オング 著／藤原書店）
聞こえくる過去（ジョナサン・スターン 著／インスクリプト）
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）
人工知能が音楽を創る（デイヴィッド・コープ著／音楽之友社）
Composing Electronic Music: A New Aesthetic（Curtis Roads 著／Oxford Univ Pr）
Electronic and Computer Music（Peter Manning 著／Oxford University Press）
Sound Art: Sound as a Medium of Art（Peter Weibel 編／The MIT Press）

◆留意事項◆

以下の授業計画は、履修学生の指向や進捗に応じて変更となる可能性がある。

1）当該セメスターの計画
2）先行作品、関連技術のサーベイ1
3）先行作品、関連技術のサーベイ2
4）先行作品、関連技術のサーベイ3
5）先行作品、関連技術のサーベイまとめ
6）習作レッスン1
7）習作レッスン2
8）習作レッスン3
9）習作の検討
10）作品創作レッスン1
11）作品創作レッスン2
12）作品創作レッスン3
13）作品創作レッスン4
14）作品創作レッスン5
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

継続的な創作の実践や関連技術の修得のみならず、アートやテクノロジーに関する最新動向には常に注意を払い、コンサートや展示、研究会
等に積極的に参加すること。目安毎日1時間。

◆成績評価の方法◆

授業内サーベイ報告、および創作作品の期末試験発表で評価する。フィードバックは授業内で随時、および試験後に行う。

◆授業目標◆

コンピュータをはじめとするテクノロジーを応用して、高い美意識と技術、さらには問題意識を備えた作品創作や研究を完遂できる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS742N

コンピュータ音楽演習Ⅰ

（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

音と文明（大橋力 著／岩波書店）
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）
声の文化と文字の文化（ウォルター・J. オング 著／藤原書店）
聞こえくる過去（ジョナサン・スターン 著／インスクリプト）
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）
人工知能が音楽を創る（デイヴィッド・コープ著／音楽之友社）
Composing Electronic Music: A New Aesthetic（Curtis Roads 著／Oxford Univ Pr）
Electronic and Computer Music（Peter Manning 著／Oxford University Press）
Sound Art: Sound as a Medium of Art（Peter Weibel 編／The MIT Press）

◆留意事項◆

以下の授業計画は、履修学生の指向や進捗に応じて変更となる可能性がある。

1）当該セメスターの計画
2）先行作品、関連技術のサーベイ1
3）先行作品、関連技術のサーベイ2
4）先行作品、関連技術のサーベイ3
5）先行作品、関連技術のサーベイまとめ
6）習作レッスン1
7）習作レッスン2
8）習作レッスン3
9）習作の検討
10）作品創作レッスン1
11）作品創作レッスン2
12）作品創作レッスン3
13）作品創作レッスン4
14）作品創作レッスン5
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

継続的な創作の実践や関連技術の修得のみならず、アートやテクノロジーに関する最新動向には常に注意を払い、コンサートや展示、研究会
等に積極的に参加すること。目安毎日1時間。

◆成績評価の方法◆

授業内サーベイ報告、および創作作品の期末試験発表で評価する。フィードバックは授業内で随時、および試験後に行う。

◆授業目標◆

コンピュータをはじめとするテクノロジーを応用して、高い美意識と技術、さらには問題意識を備えた作品創作や研究を完遂できる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MCS743N

コンピュータ音楽演習Ⅱ

（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

音と文明（大橋力 著／岩波書店）
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）
声の文化と文字の文化（ウォルター・J. オング 著／藤原書店）
聞こえくる過去（ジョナサン・スターン 著／インスクリプト）
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）
人工知能が音楽を創る（デイヴィッド・コープ著／音楽之友社）
Composing Electronic Music: A New Aesthetic（Curtis Roads 著／Oxford Univ Pr）
Electronic and Computer Music（Peter Manning 著／Oxford University Press）
Sound Art: Sound as a Medium of Art（Peter Weibel 編／The MIT Press）

◆留意事項◆

以下の授業計画は、履修学生の指向や進捗に応じて変更となる可能性がある。

1）当該セメスターの計画
2）先行作品、関連技術のサーベイ1
3）先行作品、関連技術のサーベイ2
4）先行作品、関連技術のサーベイ3
5）先行作品、関連技術のサーベイまとめ
6）習作レッスン1
7）習作レッスン2
8）習作レッスン3
9）習作の検討
10）作品創作レッスン1
11）作品創作レッスン2
12）作品創作レッスン3
13）作品創作レッスン4
14）作品創作レッスン5
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

継続的な創作の実践や関連技術の修得のみならず、アートやテクノロジーに関する最新動向には常に注意を払い、コンサートや展示、研究会
等に積極的に参加すること。目安毎日1時間。

◆成績評価の方法◆

授業内サーベイ報告、および創作作品の期末試験発表で評価する。フィードバックは授業内で随時、および試験後に行う。

◆授業目標◆

コンピュータをはじめとするテクノロジーを応用して、高い美意識と技術、さらには問題意識を備えた作品創作や研究を完遂できる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS744N

コンピュータ音楽演習Ⅲ

（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

音と文明（大橋力 著／岩波書店）
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）
声の文化と文字の文化（ウォルター・J. オング 著／藤原書店）
聞こえくる過去（ジョナサン・スターン 著／インスクリプト）
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）
人工知能が音楽を創る（デイヴィッド・コープ著／音楽之友社）
Composing Electronic Music: A New Aesthetic（Curtis Roads 著／Oxford Univ Pr）
Electronic and Computer Music（Peter Manning 著／Oxford University Press）
Sound Art: Sound as a Medium of Art（Peter Weibel 編／The MIT Press）

◆留意事項◆

以下の授業計画は、履修学生の指向や進捗に応じて変更となる可能性がある。

1）当該セメスターの計画
2）先行作品、関連技術のサーベイ1
3）先行作品、関連技術のサーベイ2
4）先行作品、関連技術のサーベイ3
5）先行作品、関連技術のサーベイまとめ
6）習作レッスン1
7）習作レッスン2
8）習作レッスン3
9）習作の検討
10）作品創作レッスン1
11）作品創作レッスン2
12）作品創作レッスン3
13）作品創作レッスン4
14）作品創作レッスン5
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

継続的な創作の実践や関連技術の修得のみならず、アートやテクノロジーに関する最新動向には常に注意を払い、コンサートや展示、研究会
等に積極的に参加すること。目安毎日1時間。

◆成績評価の方法◆

授業内サーベイ報告、および創作作品の期末試験発表で評価する。フィードバックは授業内で随時、および試験後に行う。

◆授業目標◆

コンピュータをはじめとするテクノロジーを応用して、高い美意識と技術、さらには問題意識を備えた作品創作や研究を完遂できる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MCS745N

コンピュータ音楽演習Ⅳ

（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽）



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-303 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

プリントをこちらで用意します。

◆教科書（使用テキスト）◆

「現代音楽キーワード事典」デイヴィッド・コープ著 (春秋社）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

授業では、David Cope著「現代音楽キーワード事典」を元にして、それぞれの語法を今一度確認し、またときには曲についての分析も行なう。
ただ知識を得るだけではなく、なぜ？どうして？といった視点を持って個々の事象を掘り下げてほしいし、またディスカッションの場も多く持ちた
い。映像やCDを数多く視聴する。

(1) ガイダンス/授業の説明と自己紹介
(2) 起源～調性の概観 拡張される和声 その1 前半
(3) 起源～調性の概観 拡張される和声 その2 後半
(4) 無調性と音列主義 その1 前半
(5) 無調性と音列主義 その2 後半
(6) 無調性と音列主義 その3 ～P.ブーレーズへのインタビューをめぐって～
(7) テクスチュアリズム～クラスター技法 その1 前半
(8) テクスチュアリズム～クラスター技法 その2 後半
(9) 音色主義と調律 
(10) 不確定性 その1
(11) 不確定性 その2 ～J.ケージのインタビューをめぐって～
(12) ミニマル・ミュージック その1 前半
(13) ミニマル・ミュージック その2 後半
(14) 様々なスタイルの共存 
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

積極的に様々な音楽を聴いておくこと。

◆成績評価の方法◆

授業内での発言、レポートなど総合的に判断する。
授業中に課題について常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS709N

作曲法研究Ⅰ

渡辺 俊哉



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-303 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

既に絶版になっているものもあるので、こちらで用意します。

◆教科書（使用テキスト）◆

「音楽的時間の変容」 椎名亮輔著 (現代思潮新社）、「音を投げる」近藤譲著（春秋社）、「聴取の詩学」J.ケージから そしてJ.ケージへ 庄野進
著（勁草書房）他。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

後期の授業では音楽と時間の関係や、そもそも音楽とは何か？と言ったような根源的な問題が提起されているテキストを読み、それを元にディ
スカッションする。積極的な発言が求められる。映像やCDも数多く視聴する。

(1) 音楽と時間についての考察 その1  〜 18世紀音楽を中心に
(2) 音楽と時間についての考察 その2  〜 C.ドビュッシーとA.ヴェーベルン
(3) 音楽と時間についての考察 その3  〜 戦後第一世代の作曲家を中心に
(4) 音楽と時間についての考察 その4  〜 アメリカ実験主義音楽を中心に
(5) 音楽と時間についての考察 その5  〜 日本的時間という概念
(6) 音楽とは何か その1  〜 素材の拡張、ノイズ 
(7) 音楽とは何か その2  〜 電子音楽 、K.シュトックハウゼンなど
(8) 音楽とは何か その3  〜 電子音楽 、池田亮司など
(9) 音楽とは何か その4  〜 J.マセダ、高橋悠治の試み
(10)音楽とは何か その5  〜 多様化する現代
(11) 聴取の詩学 その1 〜 J.ケージの初期音楽
(12) 聴取の詩学 その2  〜  J.ケージの中期、後期における試み
(13) 聴取の詩学 その3  〜 ミニマル・ミュージック
(14) 聴取の詩学 その4 〜 M.フェルドマンの音楽
(15) まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で提起された問題について、自らの考えをまとめておくこと。

◆成績評価の方法◆

授業内での発言、レポートなど総合的に判断する。
授業中に課題について常にフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MCS710N

作曲法研究Ⅱ

渡辺 俊哉



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 3-114 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

１）期末レポート「リゲティ『室内協奏曲』第１楽章」
２）授業内での取り組み内容 
授業内での分析、考察等や、期末レポートについては、随時授業内でフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS711N

作曲法研究Ⅲ

川島 素晴



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 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

１）期末レポート「ドナトーニ『Omar』」
２）期末提出作品「通常の奏法を用いないピアノ作品」提出、及び演奏発表
３）授業内での取り組み内容 
授業内での分析、考察等や、期末レポートについては、随時授業内でフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MCS712N

作曲法研究Ⅳ

川島 素晴



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆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）
「Electronic Music and Sound Design Vol. 1&2」Alessandro Cipriano, Maurizio Giri 著（Contemponet）
「Generative Design」Hartmut Bohnackerほか 著（ビー・エヌ・エヌ新社）
「演奏するプログラミング、ライブコーディングの思想と実践 ―Show Us Your Screens」田所 淳 著（ビー・エヌ・エヌ新社)
「Designing Sound」Andy Farnell 著（The MIT Press）
「Computer Models of Musical Creativity」David Cope 著（The MIT Press）  
「音楽・数学・言語 情報科学が拓く音楽の地平」(東条 敏, 平田 圭二 著（近代科学社)

◆留意事項◆

実習主体の講義を行い、コンピュータ操作の基本から問題解決や表現手段としてのプログラミングの有用性を学ぶ。
各学生が個人プロジェクトを企画し、実現に向けての基礎研究と開発、試行を行う。

習得状況に照らし合わせながら下記項目を学習する。

第１回	オリエンテーション(授業内容確認と研究計画)
第２回	コンピュータの構造と歴史 コンピュータの基本操作
第３回	ネットワークとサーバシステムの仕組み、実装
第４回	ソフトウェア、ハードウェア開発
第５回	コマンドプロンプトでのコンピュータ操作
第６回	プログラミング言語の基本、変数、式と演算式
第７回	条件処理、ループ処理
第８回	配列、メディアプログラミング1(演奏情報)
第９回	配列、メディアプログラミング2(音声)
第１０回	配列、メディアプログラミング3(画像)
第１１回	関数、文字列、ポインタ、構造体
第１２回	ファイル処理とライブラリの使用
第１３回	プログラミングの実際：アプリ作成と公開、著作権
第１４回	プログラミングの実際：IoT
第１５回	補遺とまとめ、プレゼンテーション

◆準備学習の内容◆

個人プロジェクトの遂行はもとより、関連分野のリサーチを怠らないこと。 目安週2時間以上。  

◆成績評価の方法◆

授業内実習、および最終課題制作で評価する。フィードバックは授業内で随時、および課題提出後に行う。

◆授業目標◆

コンピュータプログラミングの基礎を習得する。コンピュータ、ネットワークに関する知識、ファイルシステムの構造、データ伝送の仕組み、コマン
ド、開発環境、文法、データタイプ、式などへの理解を深める。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS713N

コンピュータ音楽研究Ⅰ

松田 周



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆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）
「Electronic Music and Sound Design Vol. 1&2」Alessandro Cipriano, Maurizio Giri 著（Contemponet）
「Generative Design」Hartmut Bohnackerほか 著（ビー・エヌ・エヌ新社）
「演奏するプログラミング、ライブコーディングの思想と実践 ―Show Us Your Screens」田所 淳 著（ビー・エヌ・エヌ新社)
「Designing Sound」Andy Farnell 著（The MIT Press）
「Computer Models of Musical Creativity」David Cope 著（The MIT Press）
「音楽・数学・言語  情報科学が拓く音楽の地平」(東条  敏, 平田 圭二 著（近代科学社)

◆留意事項◆

各学生が個人プロジェクトを企画し、実現に向けての基礎研究と開発、試行を行う。開発環境や使用メディアは問わない。プログラムやシステ
ムの効率性や安定性、インターフェース設計にも考慮する。この授業は、音楽作品の創作ではなく、アプリケーション、システムの開発を主眼と
する。

以下の授業計画は、履修学生の指向や進捗に応じて変更となる可能性がある。

第１回	オリエンテーション(授業内容確認と研究計画)
第２回	前期の復習、応用にむけて
第３回	ソフトウェアデザイン、インターフェースデザイン
第４回	音楽アプリケーション、システムの調査
第５回	試作品の設計、試作
第６回	開発環境整備、統合開発環境
第７回	GUI設計と実装、アプリ公開
第８回	外部ハードウェアの使用、連携、開発について
第９回	試作品開発1（各自のプロジェクトの設計）
第１０回	試作品開発2（各自のプロジェクトの実装 前半）
第１１回	中間発表
第１２回	試作品開発3（各自のプロジェクトの実装 後半）
第１３回	試作品開発4（各自のプロジェクトの検証）
第１４回	試作品の公開、Webページ制作
第１５回	補遺とまとめ、プレゼンテーション

◆準備学習の内容◆

個人プロジェクトの遂行はもとより、関連分野のリサーチを怠らないこと。 目安週2時間以上。

◆成績評価の方法◆

授業内実習、および最終課題制作で評価する。フィードバックは授業内で随時、および課題提出後に行う。

◆授業目標◆

作品創作や演奏、インスタレーション制作、教育などのための高度かつ洗練された音楽アプリケーション、システムを企画、開発する。  

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MCS714N

コンピュータ音楽研究Ⅱ

松田 周



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 2-01 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

履修定員：約10名

◆教科書（使用テキスト）◆

必要な本、資料などは授業開始時に指示する。

◆参考図書◆

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

◆留意事項◆

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

第1回 オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第2回 リサーチデザイン(1) 音楽認知心理学、脳科学周辺
第3回 リサーチデザイン(2) メディア論（レフ・マノビッチなど）周辺
第4回 リサーチデザイン(3) 人工知能、プログラミング、アルゴリズム作曲周辺
第5回 リサーチデザイン(4) センシングテクノロジー、生体信号周辺
第6回 リサーチデザイン 発表(1) 理論的、調査研究など
第7回 リサーチデザイン 発表(2) パフォーマンス研究など
第8回 リサーチデザインのまとめとディスカッション
第9回 調査、研究発表(1) コンピューター音楽周辺
第10回 調査、研究発表(2) メディアアート周辺
第11回 ディスカッション(1)
第12回 調査、研究発表(3)パフォーマンス
第13回 調査、研究発表(4)身体
第14回 ディスカッション(2)
第15回 まとめ、最終ディスカッションなど

◆準備学習の内容◆

自ら選んだテーマにそって調査、研究し発表に向けて準備する。

◆成績評価の方法◆

授業内で指定される課題の遂行状況（調査と発表）
授業中、随時フィードバックを行う

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS715N

コンピュータ音楽研究Ⅲ

古川 聖



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 2-01 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

必要な本,資料などは授業開始時に指示する。

◆参考図書◆

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

◆留意事項◆

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

第1回 オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第2回 調査、研究発表(1) 参考文献、調査研究など
第3回 調査、研究発表(2) コンピューター音楽とニューメディア
第4回 調査、研究発表(3) テクノロジーとアート
第5回 ディスカッション(1)
第7回 調査、研究発表(4) AIとアルゴリズム作曲、トランスコーディング
第8回 調査、研究発表(5) コンピュータ音楽のカルチュラルスタディーズ周辺
第9回 ディスカッション(2)
第10回 調査、研究発表(6) 理論的研究 前半
第11回 調査、研究発表(7) 理論的研究 後半
第12回 調査、研究発表(8) パフォーマンス実践研究など 前半
第13回 調査、研究発表(9) パフォーマンス実践研究など 後半
第14回 ディスカッション(3)
第15回 まとめ、最終ディスカッション

◆準備学習の内容◆

自ら選んだテーマにそって調査、研究し発表に向けて準備する。

◆成績評価の方法◆

授業内で指定される課題の遂行状況（調査と発表）
授業中、随時フィードバックを行う

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面、オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MCS716N

コンピュータ音楽研究Ⅳ

古川 聖



ナンバリング

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 火５ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じてプリントを配付する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

担当教員による冒頭数回のレクチャーを経て、以降個々の履修生によるプレゼンテーションを中心に進める。プレゼンテーションは、各履修生
が最も興味のある作曲家の作品を分析し、それぞれが１～２回にわたって研究発表する。また毎回発表の内容について参加者全員で討議・
討論をする。

第１回 オリエンテーション
第２回 レクチャー（１）作曲家の様式について
第３回 レクチャー（２）作品の分析について
第４回 レクチャー（３）プレゼンテーションについて
第５回 ＜履修生１＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第６回 ＜履修生２＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第７回 ＜履修生３＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第８回 ＜履修生４＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第９回 ＜履修生１～４＞への質問内容についてのフィードバック
第10回 ＜履修生５＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第11回 ＜履修生６＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第12回 ＜履修生７＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第13回 ＜履修生８＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第14回 ＜履修生５～８＞への質問内容についてのフィードバック
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

研究発表の内容、平常の授業への取組み、その他、随時課題を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。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCL701U

作曲家作品研究Ⅰ

菊池 幸夫



ナンバリング

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 火５ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じてプリントを配付する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

担当教員による冒頭数回のレクチャーを経て、以降個々の履修生によるプレゼンテーションを中心に進める。プレゼンテーションは、各履修生
が最も興味のある作曲家の作品を分析し、それぞれが１～２回にわたって研究発表する。また、毎回発表の内容について参加者全員で討議・
討論をする。なお、プレゼンテーションは「作曲家作品研究I」で取り上げたテーマをさらに発展させた内容であることが望ましい。

第１回 オリエンテーション
第２回 レクチャー（１）作曲家の様式について
第３回 レクチャー（２）作品の分析について
第４回 レクチャー（３）プレゼンテーションについて
第５回 ＜履修生１＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第６回 ＜履修生２＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第７回 ＜履修生３＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第８回 ＜履修生４＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第９回 ＜履修生１～４＞への質問内容についてのフィードバック
第10回 ＜履修生５＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第11回 ＜履修生６＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第12回 ＜履修生７＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第13回 ＜履修生８＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第14回 ＜履修生５～８＞への質問内容についてのフィードバック
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

研究発表の内容、平常の授業への取組み、その他、随時課題を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。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MCL702U

作曲家作品研究Ⅱ

菊池 幸夫



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

「2061:Maxオデッセイ」 ノイマンピアノ 著（リットーミュージック）
「Pure Data―チュートリアル＆リファレンス」 美山千香士 著（ワークスコーポレーション）
「Max/MSP/Jitter for Music: A Practical Guide to Developing Interactive Music Systems for Education and More」 V. J. Manzo 著（Oxford 
Univ Pr）
「Electronic Music and Sound Design Vol. 1 & 2」 Alessandro Cipriano, Maurizio Giri 著（Contemponet）
「Designing Audio Objects for Max/MSP and Pd」 Eric Lyon 著（A-R Editions）

◆留意事項◆

各学生が自身の研究・創作に必要となる、Cycling ’74 Maxのプログラミング技術を向上させるための総合ワークショップ。各種コントロールア
ルゴリズム、リアルタイム音声信号処理、分析、外部インターフェースとの接続、アプリケーション開発等、必要に応じてあらゆる領域を扱う。

以下の授業計画は、履修学生の指向や進捗に応じて変更となる可能性がある。

1）ガイダンス
2）計画の策定
3）コントロール・アルゴリズム1～乱数
4）コントロール・アルゴリズム2～確率
5）リアルタイム音声信号処理1～音合成
6）リアルタイム音声信号処理2～エフェクト
7）中間報告
8）分析1～演奏データ検出
9）分析2～音響分析
10）外部インターフェースとの接続1～MIDIデバイス
11）外部インターフェースとの接続2～OSC
12）プログラムの検討～効率化
13）プログラムの検討～安定性
14）成果発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習のほか、日常的にプログラミングを行うこと。目安週1時間以上。

◆成績評価の方法◆

授業内実習、および最終成果発表で評価する。フィードバックは授業内で随時、および最終成果発表後に行う。

◆授業目標◆

ライブエレクトロニクスやサウンドアート創作のための総合的なMaxプログラミング技術を向上させられる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCL703U

音楽テクノロジーⅠ

今井 慎太郎



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

「2061:Maxオデッセイ」 ノイマンピアノ 著（リットーミュージック）
「Pure Data―チュートリアル＆リファレンス」 美山千香士 著（ワークスコーポレーション）
「Max/MSP/Jitter for Music: A Practical Guide to Developing Interactive Music Systems for Education and More」 V. J. Manzo 著（Oxford 
Univ Pr）
「Electronic Music and Sound Design Vol. 1 & 2」 Alessandro Cipriano, Maurizio Giri 著（Contemponet）
「Designing Audio Objects for Max/MSP and Pd」 Eric Lyon 著（A-R Editions）

◆留意事項◆

各学生が自身の研究・創作に必要となる、Cycling ’74 Maxのプログラミング技術を向上させるための総合ワークショップ。各種コントロールア
ルゴリズム、リアルタイム音声信号処理、分析、外部インターフェースとの接続、アプリケーション開発等、必要に応じてあらゆる領域を扱う。

以下の授業計画は、履修学生の指向や進捗に応じて変更となる可能性がある。

1）ガイダンス
2）計画の策定
3）コントロール・アルゴリズム1～イージング
4）コントロール・アルゴリズム2～テンデンシーマスク
5）リアルタイム音声信号処理1～グラニュラー技術
6）リアルタイム音声信号処理2～スペクトル処理
7）中間報告
8）分析1～アタック検出
9）分析2～パラメータ操作への適用
10）外部インターフェースとの接続1～モーショントラッキング
11）外部インターフェースとの接続2～ジェスチャトラッキング
12）プログラムの検討～効率化
13）プログラムの検討～安定性
14）成果発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習のほか、日常的にプログラミングを行うこと。目安週1時間以上。

◆成績評価の方法◆

授業内実習、および最終課題制作で評価する。フィードバックは授業内で随時、および最終成果発表後に行う。

◆授業目標◆

ライブエレクトロニクスやサウンドアート創作のための総合的なMaxプログラミング技術を向上させられる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MCL704U

音楽テクノロジーⅡ

今井 慎太郎



ナンバリング

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 水５ 単位数 1単位

備考

段階的に学習していくので、欠席をしないこと

◆教科書（使用テキスト）◆

実作品を用いるので、その都度履修学生と相談しながら決定する。

◆参考図書◆

特段指定しない

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

ピアノが演奏できるように、常に準備しておくこと。日常的基礎練習が望ましい。

◆成績評価の方法◆

課題への理解度及び、授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
その他、授業内で随時課題を出しフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS719U

スコア・リーディングⅠ

板倉 康明



ナンバリング

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 後期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

段階的に学習していくので、欠席をしないこと

◆教科書（使用テキスト）◆

実作品を用いるので、その都度履修学生と相談しながら決定する。

◆参考図書◆

特に指定しない

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

ピアノが演奏できるように、常に準備しておくこと。日常的基礎練習が望ましい。

◆成績評価の方法◆

課題への理解度及び、授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
その他、授業内で随時課題を出しフィードバックする。

◆授業目標◆

今まで学習した能力を用い、移調楽器を含む総譜がピアノ上で演奏することができる。

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

MCS720U

スコア・リーディングⅡ

板倉 康明



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-306 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

◆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◆

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

① 特に進んだ学生は、二重フーガや器楽のフーガの作曲も視野に入れてレッスンします。
② すでにフーガを作曲したことのある学生は、各自のペースで「学習フーガ」を作曲します。
③ 初心者の場合には、m少しずつまず3声、次いで4声の「学習フーガ」の技法を体得してゆき、7月に予定の試演を目指して1曲完成をめざし
ます。

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

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

初心者向きの進度は概ね、

第１回 ガイダンス
第２回 学習フーガの分析と全体の把握、用語の理解（１）
第３回 学習フーガの分析と全体の把握、用語の理解（２）学習フーガと「フーガ」の相違点
第４回 主題群の準備（１） 長調・変応なし（A）
第５回 主題群の準備（２） 短調・変応なし （B)
第６回 主題群の準備（３） 長調・短調 変応あり（C）
第７回 主要提示の作成（１） 上記（A)と（B)
第８回 主要提示の作成（２） 上記（C）
第９回 喜遊部と副提示部の作成（１）（A）を用いて
第１０回 喜遊部と副提示部の作成（２）（B）を用いて
第１１回 喜遊部と副提示部の作成（３）（C)を用いて
第１２回 追迫の作成（１） （A）を用いて
第１３回 追迫の作成（２） （B）を用いて
第１４回 追迫の作成（３） （C）を用いて
第１５回 まとめ

で進めます。

◆準備学習の内容◆

各自がしっかりと事前にフーガ課題を書き進めて授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
授業内で随時課題を出しフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS721U

フーガ実習Ⅰ

市川 景之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-306 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

◆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◆

フーガ実習Ⅰの指導方針で開講します。

フーガ演奏会を視野に入れ、「楽器（おもに弦楽四重奏）で演奏する」ことを十分に考慮してフーガを作曲してゆきます。

分析についても随時とりいれてゆきます。

第１回 ガイダンス
第２回 フーガ演奏会むけの作品作成（１）  主題群の準備
第３回 フーガ演奏会むけの作品作成（２） 主要提示の作曲
第４回 フーガ演奏会むけの作品作成（３） 副提示部の作曲（前半）
第５回 フーガ演奏会むけの作品作成（４） 副提示部の作曲（後半）
第６回 フーガ演奏会むけの作品作成（５） 追白部の作曲
第７回 フーガ演奏会むけの作品作成（６） 全体への手入れ
第８回 フーガ演奏会むけの作品作成（７） パート譜の作成・スコア浄書
第９回 別の主題によるフーガ（１） 主題群の準備
第１０回 別の主題によるフーガ（２） 主要提示の作曲
第１１回 別の主題によるフーガ（３） 副提示部の作曲（前半）
第１２回 別の主題によるフーガ（４） 副提示部の作曲（後半）
第１３回 別の主題によるフーガ（５） 追白部の作曲
第１４回 別の主題によるフーガ（６） 全体への手入れ
第１５回 まとめ
で進めます。

今年度はフーガ演奏会の実施が流動的ですが、楽器での演奏を前提としたフーガ作曲を第2回から第8回で行います。

◆準備学習の内容◆

各自がしっかりと事前にフーガ課題を書き進めて授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
授業内で随時課題を出しフィードバックする。

◆授業目標◆

音楽を魅力的なものにするさまざまな”起伏”を意識して、「よく構築された書法」に習熟すべくフーガ作曲を試みます。

◆授業形態◆

原則オンライン授業で行います。

◆授業内容・計画◆

MCS722U

フーガ実習Ⅱ

市川 景之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-12 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

特になし

◆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） 及び プリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

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

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

◆準備学習の内容◆

準備学習：学部で学んできた和声法課題実施の復習
予習：各回の項目について関わりのあるものを予め教科書や音楽辞典を使い読んで記憶しておく。(50分)
復習：授業で学んだ課題や内容についてもう一度見直し、足りない箇所を覚える。また、課題を再度実施して上達度を認識する。(６０分)

◆成績評価の方法◆

担当教員による筆記試験の成績と平常点の総合評価による。
随時授業内で課題を出しフィードバックする。

◆授業目標◆

修士課程レヴェルでのバロックから19世紀にいたる和声法の知識と様式を把握することができる

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS723U

和声実習Ⅰ

林 達也



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-12 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

特になし

◆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） 及び プリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

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

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

◆準備学習の内容◆

準備学習：前期で学んだ様式を含む和声法課題実施の復習
予習：各回で取り上げられる作曲家の主要作品について予め読譜とアナリーゼをしておく。(５０分)
復習：授業で学んだ項目と内容について再度不十分な点があればノートを見直して覚える。
また、課題を最実施し、上達度を自己確認する。(５０分)

◆成績評価の方法◆

担当教員による筆記試験の成績と平常点の総合評価による。
随時授業内で課題を出しフィードバックする。

◆授業目標◆

修士課程レヴェルでの19世紀後半から20世紀にいたる和声法の知識と様式を把握することができる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MCS724U

和声実習Ⅱ

林 達也



ナンバリング

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３ 単位数 1単位

備考

作曲専攻の学生のみならず演奏専攻の学生も十分実施出来る内容なので是非履修してほしい。

◆教科書（使用テキスト）◆

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

◆参考図書◆

「イエッペセン対位法」クヌート・イエッペセン著、音楽之友社

◆留意事項◆

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

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

試験は特に行わない。毎時間、課題の実施を添削することで、総合的に評価する。

◆授業目標◆

1）16世紀ルネサンスの作曲家パレストリーナを範とし、線的対位法を実習する。 2）和声を基盤とするバッハの対位法とは異なり、パレストリー
ナは純粋に旋律どうしの美しい絡み合いを追求した。この対位法を実習することで「線」に対する感覚を養う。 3）長調短調が確立される前の教
会旋法によるこの対位法を勉強することにより、機能和声からの脱却を試みた近代の作曲家の音楽語法を理解するヒントを得る。 4）パレスト
リーナのミサ曲に代表されるように、線的対位法は声楽曲として発展した。そのため「うた」の要素を忘れず、歌うつもりで作曲する。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS725U

古典対位法Ⅰ

岩河 智子



ナンバリング

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３ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

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

◆参考図書◆

「イエッペセン対位法」クヌート・イエッペセン著、音楽之友社

◆留意事項◆

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

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

試験は特に行わない。毎時間、課題の実施を添削することで、総合的に評価する。

◆授業目標◆

1）16世紀ルネサンスの作曲家パレストリーナを範とし、線的対位法を実習する。 2）和声を基盤とするバッハの対位法とは異なり、パレストリー
ナは純粋に旋律どうしの美しい絡み合いを追求した。この対位法を実習することで「線」に対する感覚を養う。 3）長調短調が確立される前の教
会旋法によるこの対位法を勉強することにより、機能和声からの脱却を試みた近代の作曲家の音楽語法を理解するヒントを得る。 4）パレスト
リーナのミサ曲に代表されるように、線的対位法は声楽曲として発展した。そのため「うた」の要素を忘れず、歌うつもりで作曲する。

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MCS726U

古典対位法Ⅱ

岩河 智子



ナンバリング

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 火３ 単位数 2単位

備考

毎回、必ず分担して英文を読むので、予習の時間が必要である。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業でコピーを配付する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

進度は履修者の英語力次第だが、必ず毎回、文章を分担する。

第１週 履修者の英語の読解力の確認、教材選び（3点程度）
第２週   輪読（１） 教材１の読み始め
第３週    輪読（２） 教材１の読解
第４週    輪読（３） 教材１の読解続き
第５週    輪読（４） 教材１のまとめ
第６週    輪読（５） 教材２の読み始め
第７週    輪読（６） 教材２の読解
第８週    輪読（７） 教材２の読解続き
第９週    輪読（８） 教材２のまとめ
第１０週  輪読（９） 教材３の読み始め
第１１週  輪読（１０）教材３の読解
第１２週  輪読（１１）教材３の読解続き
第１３週  輪読（１２）教材３のまとめ
第１４週 輪読（１３）教材１，２，３の復習
第１５週 前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

輪読する本や論文を毎回、分担し、事前に辞書を引きながら読解してくる。

◆成績評価の方法◆

授業内での輪読によって評価する。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCL705U

原典講読（作曲）Ⅰ

白石 美雪



ナンバリング

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

毎回、必ず分担して英文を読むので、予習の時間が必要である。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業でコピーを配付する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

進度は履修者の英語力次第だが、必ず毎回、文章を分担する。

第１週 履修者の英語の読解力の確認、教材選び（3点程度）
第２週   輪読（１） 教材１の読み始め
第３週    輪読（２） 教材１の読解
第４週    輪読（３） 教材１の読解続き
第５週    輪読（４） 教材１のまとめ
第６週    輪読（５） 教材２の読み始め
第７週    輪読（６） 教材２の読解
第８週    輪読（７） 教材２の読解続き
第９週    輪読（８） 教材２のまとめ
第１０週  輪読（９） 教材３の読み始め
第１１週  輪読（１０）教材３の読解
第１２週  輪読（１１）教材３の読解続き
第１３週  輪読（１２）教材３のまとめ
第１４週 輪読（１３）教材１，２，３の復習
第１５週 後期のまとめ

◆準備学習の内容◆

輪読する本や論文を毎回、分担し、事前に辞書を引きながら読解してくる。

◆成績評価の方法◆

授業内での輪読によって評価する。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

オンライン（リアルタイム）

◆授業内容・計画◆

MCL706U

原典講読（作曲）Ⅱ

白石 美雪



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-306 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・担当教員が提示する楽曲分析の他に、受講生は年に２回程度の分析発表を行う。それに基づき楽譜の検証と議論を重ね、作品の理解と考察
を深める。
・授業で取り上げる作品は、1945年以降のヨーロッパ音楽が中心であるが、受講生の経験値や能力的状況を鑑み、以下の楽曲の変更はあり得
る。

①ガイダンス／授業の説明と自己紹介
②ブーレーズ／Notation I ピアノ版
③ブーレーズ／Notation I 管弦楽版
④ブーレーズ／拡大的改作の検証
⑤履修生の発表⑴
⑥前回の発表を基に議論し研究する。
⑦履修生の発表⑵
⑧前回の発表を基に議論し研究する。
⑨履修生の発表⑶
⑩前回の発表を基に議論し研究する。
⑪履修生の発表⑷
⑫前回の発表を基に議論し研究する。
⑬ペソン／変奏法とフィルトラージュ
⑭ラッヘンマン／特殊音響と抽象表現
⑮ラッヘンマン／構造と形式

◆準備学習の内容◆

・日頃から各自の音楽の関心事を整理し、楽曲を準備しておくこと。
・授業で取り扱う作品は2週以上にわたって読み込んでいくため、CDと楽譜で音楽全体を把握しておくこと。
・授業には自主的、積極的な参加意欲が求められる。

◆成績評価の方法◆

1.試験（授業内の分析発表内容）。
2.授業へ参加姿勢（発言やディスカッションなど）。
分析発表については、講評を行い、常にフィードバックする。

◆授業目標◆

主に20世紀以降の作品を取り上げ、CD音源と楽譜を通して、その作曲意図、語法、作曲技法、楽器法などをできるだけ丁寧に読み込み分析す
る。作品の時代背景を踏まえた上で、作曲家の音楽観や創意を考察し作品への理解が深まるようにしたい。また、分析力を培うことによって履
修生個々の研究領域においてもその成果が還元されるよう、よい影響をもたらす時間としたい。  分析には独自の解釈が得られるレヴェルにま
で到達できることを目標とする。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS727U

楽曲分析Ⅰ

斉木 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-306 開講学期 後期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

授業形態については様々な状況に応じて「対面」を導入する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・担当教員が提示する楽曲分析の他に、受講生は年に２回程度の分析発表を行う。それに基づき楽譜の検証と議論を重ね、作品の理解と考
察を深める。
・授業で取り上げる作品は、1945年以降のヨーロッパ音楽が中心であるが、受講生の経験値や能力的状況を鑑み、以下の楽曲の変更はあり
得る。

①シャリーノ／新しい音響
②シャリーノ／ 歌の認知と過去の音楽との関連
③ジェルヴァゾーニ／詩的展開法
④履修生の発表(5)
⑤前回の発表を基に議論し研究する。
⑥履修生の発表(6)
⑦前回の発表を基に議論し研究する。
⑧履修生の発表(7)
⑨前回の発表を基に議論し研究する。
⑩履修生の発表(8)
⑪前回の発表を基に議論し研究する。
⑫ツィンマーマン／変容の手法
⑬ツィンマーマン／引用の効果
⑭ホリガー／室内楽作品と合唱作品
⑮ポッペ、フィリデイ等、若手作曲家の新しい表現について

◆準備学習の内容◆

・日頃から各自の音楽の関心事を整理し、楽曲を準備しておくこと。
・授業で取り扱う作品は2週以上にわたって読み込んでいくため、CDと楽譜で音楽全体を把握しておくこと。
・授業には自主的、積極的な参加意欲が求められる。

◆成績評価の方法◆

1.試験（授業内の分析発表内容）。
2.授業へ参加姿勢（発言やディスカッションなど）。
分析発表については、講評を行い、常にフィードバックする。

◆授業目標◆

主に20世紀以降の作品を取り上げ、CD音源と楽譜を通して、その作曲意図、語法、作曲技法、楽器法などをできるだけ丁寧に読み込み分析
する。作品の時代背景を踏まえた上で、作曲家の音楽観や創意を考察し作品への理解が深まるようにしたい。また、分析力を培うことによって
履修生個々の研究領域においてもその成果が還元されるよう、よい影響をもたらす時間としたい。  分析には独自の解釈が得られるレヴェル
にまで到達できることを目標とする。

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MCS728U

楽曲分析Ⅱ

斉木 由美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-325 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が準備する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

グループ授業の特質を生かし、作品解釈のための研究、ディスカッション、鑑賞、実演をまじえながら授業を行なう。

第1回：ガイダンス
第2回：課題曲1-1「ピアノソロ作品」：作曲様式の研究
第3回：課題曲1-2：作品解釈及びディスカッション、鑑賞
第4回：課題曲1-3：奏法と表現の可能性の探求
第5回：課題曲1-4：実演
第6回：課題曲2-1「ピアノ４手作品」：作曲様式の研究
第7回：課題曲2-2：作品解釈及びディスカッション、鑑賞
第8回：課題曲2-3：奏法と表現の可能性の探求
第9回：課題曲2-4：実演
第10回：課題曲3-1「２台ピアノ作品」：作曲様式の研究
第11回：課題曲3-2：作品解釈そ及びディスカッション、鑑賞
第12回：課題曲3-3：奏法と表現の可能性の探求その１
第13回：課題曲3-4：奏法と表現の可能性の探求その２
第14回：課題曲3-5：実演
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業前に、取り上げる楽曲を練習し、作曲家について調べておくこと。（目安毎週100～120分）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みの状況、学期末のまとめの演奏を評価しフィードバックを行なうこと、提出レポートにより、総合的に成績評価する。

◆授業目標◆

「演奏」という視点から、音楽作品の解釈と表現について考えることは、自らの音楽について考察を深めるためのひとつの指針となる。過去か
ら現代に至る様々なスタイルの音楽について、演奏における作品解釈と表現方法の実際的な面を研究することにより、自分自身が拠って立つ
美学的な視点を明確にできるようにし、創作活動に役立てることができるようになる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS729U

作曲特殊研究Ⅰ

井上 郷子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-325 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

特になし。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が準備する。

◆参考図書◆

授業内に指示する。

◆留意事項◆

グループ授業の特質を生かし、作品解釈のための研究、ディスカッション、鑑賞、実演をまじえながら授業を行なう。

第1回：課題曲1-1「ソロ楽器作品」：作曲様式の研究
第2回：課題曲1-2：作品解釈及びディスカッション、鑑賞
第3回：課題曲1-3：奏法と表現の可能性の探求その１
第4回：課題曲1-4：奏法と表現の可能性の探求その２
第5回：課題曲1-5：実演
第6回：課題曲2-1「アンサンブル作品」：作曲様式の研究
第7回：課題曲2-2：作品解釈及びディスカッション、鑑賞
第8回：課題曲2-3：奏法と表現の可能性の探求
第9回：課題曲2-4：実演
第10回：課題曲3-1「ピアノソロ作品」：作曲様式の研究
第11回：課題曲3-2：作品解釈及びディスカッション、鑑賞
第12回：課題曲3-3：奏法と表現の可能性の探求その１
第13回：課題曲3-4：奏法と表現の可能性の探求その２
第14回：課題曲3-5：実演
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業前に、取り上げる楽曲を練習し、作曲家について調べておくこと。（目安毎週100～120分）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みの状況、学期末に行なうまとめの演奏を評価しフィードバックすること、提出レポートにより、総合的に成績評価する。

◆授業目標◆

「演奏」という視点から、音楽作品の解釈と表現について考えることは、自らの音楽について考察を深めるためのひとつの指針となる。過去か
ら現代に至る様々なスタイルの音楽について、演奏における作品解釈と表現方法の実際的な面を研究することにより、自分自身が拠って立つ
美学的な視点を明確にできるようにし、創作活動に役立てることができるようになる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

MCS730U

作曲特殊研究Ⅱ

井上 郷子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-226 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

実技の授業となるから事前に十分な準備をすること。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し。

◆参考図書◆

取り上げる作品により、その都度指定する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
その他、授業内で随時課題を出しフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MCS731U

ソルフェージュ特殊研究Ⅰ

板倉 康明



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-226 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

実技の授業となるから事前に十分な準備をすること。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し。

◆参考図書◆

取り上げる作品により、その都度指定する。

◆留意事項◆

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

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
その他、授業内で随時課題を出しフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

MCS732U

ソルフェージュ特殊研究Ⅱ

板倉 康明



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

・パソコンを用いた情報操作のテクニックを身に付けること。
・図書館を活用できるようにすること。
・明確な研究課題を持ち、そのテーマについて熟考を重ねていくこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

・授業担当者が直接指示する。

◆参考図書◆

日本音楽教育学会編『音楽教育研究ハンドブック』音楽之友社．山本文茂『これからの音楽教育を考える 展望と指針』音楽之友社．中嶋 恒雄, 
斎藤博『音楽教育研究のまとめ方』 建帛社.『わかり方の探究』佐伯胖（小学館）、『臨床の知とは何か』中村雄二郎（岩波新書）、『状況に埋め込
まれた学習』レイヴ／ウェンガー／佐伯胖訳（産業図書）、『ワークショップ』中野民夫（岩波新書）、『臨床教育学入門』河合隼雄（岩波書店）、
『「学び」の認知科学事典』佐伯胖監修／渡部信一編（大修館書店）、『ワークショップと学び１  まなびを学ぶ』刈宿・佐伯・高木（東京大学出版
会）、『ディープ・アクティブラーニング』松下佳代他（勁草書房）、『アクティブラーニングのための心理学』ウーラード／プリチャード／田中俊也訳
（北大路書房）、『音楽心理学入門』星野悦子他（誠信書房）

◆留意事項◆

1. オリエンテーション：音楽教育学における研究とは
2. 研究計画、研究方法、論文執筆要項
3. 研究論本の読み方、情報の整理、パソコンおよび電子データ操作のテクニック
4. CiNii、J-STAGE、図書館書庫の活用方法
5. 文献の引用方法とノート作成のテクニック
6. 学会の活動と研究内容、参加方法、院生フォーラム
7. 研究の分野：演奏とパフォーマンスの研究、指導方法・実践の研究
8. 研究の分野：哲学的・社会学的・心理学的研究
9. 研究の分野：歴史的研究、カリキュラム研究、国際比較研究、メソッドの研究
10. 研究の分野：作品の創作、教材教具の開発研究
11．音楽教育学における量的・質的アプローチ
12．文献リスト作成、文献リビュー
13．論文構成
14．研究テーマと研究の背景・目的・方法
15．研究報告レポートの作成、学会発表・学内中間発表の内容

◆準備学習の内容◆

・自身の研究テーマに基づき、文献や関連資料を収集し、内容を読み込んで整理しておくこと。（目安毎週２時間）
・授業内容・計画に基づく担当教員からの都度の課題について、パソコンを用いて資料を作成すること。（目安毎週２時間）

◆成績評価の方法◆

・研究報告レポート（修士論文の一部、学内中間発表・学会発表の内容、授業の都度フィードバックする。）
・毎回の課題提出状況（授業の都度フィードバックする。）

◆授業目標◆

（１）自身の研究テーマの位置を探り、関連する研究分野について説明できる。（２）自身の研究の範囲や方法について理解したことを説明でき
る。（３）研究に必要な資料を収集してその概要を説明できる。（４）自身の研究全体の構成を手際よく構築し助言により再構築できる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MPL701N

音楽教育学研究Ⅰ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

・中間発表については、自身の研究テーマの特質に合わせて準備を万全に整えるとともに、発表を聞く立場に立ったプレゼンテーションを考
え、発表に臨むこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

・授業担当者が直接指示する。

◆参考図書◆

日本音楽教育学会編『音楽教育研究ハンドブック』音楽之友社・山本文茂『これからの音楽教育を考える 展望と指針』音楽之友社、中嶋恒
雄, 斎藤博『音楽教育研究のまとめ方』 建帛社.『わかり方の探究』佐伯胖（小学館）、『臨床の知とは何か』中村雄二郎（岩波新書）、『状況に埋
め込まれた学習』レイヴ／ウェンガー／佐伯胖訳（産業図書）、『ワークショップ』中野民夫（岩波新書）、『臨床教育学入門』河合隼雄（岩波書
店）、『「学び」の認知科学事典』佐伯胖監修／渡部信一編（大修館書店）、『ワークショップと学び１  まなびを学ぶ』刈宿・佐伯・高木（東京大学
出版会）、『ディープ・アクティブラーニング』松下佳代他（勁草書房）、『アクティブラーニングのための心理学』ウーラード／プリチャード／田中
俊也訳（北大路書房）、『音楽心理学入門』星野悦子他（誠信書房）

◆留意事項◆

1．「音楽教育学研究Ⅰ」の振り返りと中間発表・学会発表の準備
2．中間発表資料の作成
3．中間発表用プレゼンテーション資料の作成、質疑対策資料の作成
4．中間発表の実施とフィードバック、研究内容の修正
5．学会発表資料・ポスターの作成、発表準備
6．学会発表の実施とフィードバック
7．研究テーマ・論文構成・研究計画の見直し
8．自らの研究過程の省察、論旨・論理性
9．修士論文のテーマと研究の範囲の確定
10．「修論執筆要項」の内容の理解
11．学術論文のルール・倫理規定
12．参考文献・資料・引用文献の解釈・検討、先行研究のリビュー
13．序論・序章の作成（研究の動機、研究の目的、研究の方法）
14．研究に必要な視察・フィールドワーク・実践・講習会受講等
15．中間報告の準備、研究交流の意義と方法

◆準備学習の内容◆

・自身の研究テーマに基づき、文献や関連資料を収集し、内容を読み込んで整理しておくこと。（目安毎週２時間）
・授業内容・計画に基づく担当教員からの都度の課題について、パソコンを用いて資料を作成すること。（目安毎週２時間） 
 
・中間発表において、パワーポイント等のプレゼンテーションのデータ、配布資料を作成すること。（目安５時間）

◆成績評価の方法◆

・研究報告レポート（修士論文の一部、学内中間発表・学会発表の内容、授業の都度フィードバックする。）
・毎回の課題提出状況（授業の都度フィードバックする。）
・中間発表におけるプレゼンテーション、質疑への応答の内容（事後にフィードバックする。）

◆授業目標◆

（１）研究に必要な調査を計画し実行することができる。（２）論理構成の検討に基づき自身の研究計画を修正することができる。（３）専門的な
研究を自律的に行うための基本的な態度を身に付ける。（４）執筆要項に基づき修士論文を完成させるための段取りや手順を説明できる。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MPL702N

音楽教育学研究Ⅱ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

・修士論文の題目を確定し提出しなければならないので、自身の研究の音楽教育における位置を十分に見極める必要がある。基本的文献に
当たって基礎知識を確実に身に付けるとともに、最新の研究成果を把握する必要がある。

◆教科書（使用テキスト）◆

・授業担当者が直接指示する。

◆参考図書◆

日本音楽教育学会編『音楽教育研究ハンドブック』音楽之友社．山本文茂『これからの音楽教育を考える 展望と指針』音楽之友社．中嶋 恒
雄, 斎藤博『音楽教育研究のまとめ方』 建帛社.『わかり方の探究』佐伯胖（小学館）、『臨床の知とは何か』中村雄二郎（岩波新書）、『状況に埋
め込まれた学習』レイヴ／ウェンガー／佐伯胖訳（産業図書）、『ワークショップ』中野民夫（岩波新書）、『臨床教育学入門』河合隼雄（岩波書
店）、『「学び」の認知科学事典』佐伯胖監修／渡部信一編（大修館書店）、『ワークショップと学び１  まなびを学ぶ』刈宿・佐伯・高木（東京大学
出版会）、『ディープ・アクティブラーニング』松下佳代他（勁草書房）、『アクティブラーニングのための心理学』ウーラード／プリチャード／田中
俊也訳（北大路書房）、『音楽心理学入門』星野悦子他（誠信書房）

◆留意事項◆

1．「音楽教育学研究Ⅰ」の振り返りと中間発表・学会発表の準備
2．研究テーマ・論文構成・研究計画の見直しと題目の決定
3．先行研究と文献リスト
4．実践研究、調査研究の計画
5．実践研究、調査研究の実施
6．実践研究、調査研究の分析
7．学会・研究会での発表の内容、発表の申込み
8．全体の論理構成と結論
9．自身の研究分野の研究史
10．術語の定義
11．詳細な論文構成の作成
12．参考文献・資料・引用文献の解釈・検討、先行研究のリビュー
13．論文の文章のスタイル
14．研究に必要な視察・フィールドワーク・実践・講習会受講等

◆準備学習の内容◆

・自身の研究テーマに基づき、文献や関連資料を収集し、内容を読み込んで整理しておくこと。（目安毎週２時間）
・授業内容・計画に基づく担当教員からの都度の課題について、パソコンを用いて資料を作成すること。（目安毎週２時間）
・中間発表において、パワーポイント等のプレゼンテーションのデータ、配布資料を作成すること。（目安５時間）

◆成績評価の方法◆

・研究報告レポート（修士論文の一部、学内中間発表・学会発表の内容、授業の都度フィードバックする。）
・毎回の課題提出状況（授業の都度フィードバックする。）

◆授業目標◆

（１）必要十分な先行研究に当たりリビューすることができる。（２）論理構成の検討に基づき自身の研究計画を修正することができる。（３）実践
研究、調査研究を計画的に行い分析することができる。（４）論文執筆に必要な段取りを把握し実行することができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MPL703N

音楽教育学研究Ⅲ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

・執筆中の修士論文は少しずつ添削を受け、修正を加えていくようにしたい。

◆教科書（使用テキスト）◆

・授業担当者が直接指示する。

◆参考図書◆

日本音楽教育学会編『音楽教育研究ハンドブック』音楽之友社．山本文茂『これからの音楽教育を考える 展望と指針』音楽之友社．中嶋 恒
雄, 斎藤博『音楽教育研究のまとめ方』 建帛社.『わかり方の探究』佐伯胖（小学館）『わかり方の探究』佐伯胖（小学館）、『臨床の知とは何か』
中村雄二郎（岩波新書）、『状況に埋め込まれた学習』レイヴ／ウェンガー／佐伯胖訳（産業図書）、『ワークショップ』中野民夫（岩波新書）、
『臨床教育学入門』河合隼雄（岩波書店）、『「学び」の認知科学事典』佐伯胖監修／渡部信一編（大修館書店）、『ワークショップと学び１  まな
びを学ぶ』刈宿・佐伯・高木（東京大学出版会）、『ディープ・アクティブラーニング』松下佳代他（勁草書房）、『アクティブラーニングのための心
理学』ウーラード／プリチャード／田中俊也訳（北大路書房）、『音楽心理学入門』星野悦子他（誠信書房）

◆留意事項◆

1．研究発表に向けてのスケジュール
2．中間発表、学会発表の準備
3．実践研究、調査研究の執筆と資料のまとめ方
4．自らの研究過程の省察
5．中間発表とディスカッション
6．学会発表の振り返り
7．文章のまとめ方と論旨の一貫性
8．資料・引用文献の使い方
9．文献・資料からの引用と脚注
10．修士論文の執筆
11．註、文献一覧の作成
12．巻末資料の作成
13．目次、図、表の点検と修正
14．修士論文の添削と修正
15．修士論文要旨の作成

◆準備学習の内容◆

・自身の研究テーマに基づき、文献や関連資料を収集し、内容を読み込んで整理しておくこと。（目安毎週２時間）
・授業内容・計画に基づく担当教員からの都度の課題について、パソコンを用いて資料を作成すること。（目安毎週２時間）
・中間発表において、パワーポイント等のプレゼンテーションのデータ、配布資料を作成すること。（目安５時間）

◆成績評価の方法◆

・中間発表における発表内容、修士論文の構成・表現・ボリューム・テーマの意義、都度の課題の提出状況から総合的に評価する。課題等に
ついて適宜フィードバックを行う。

◆授業目標◆

（１）自身の研究成果とその意義を理解し説明することができる。（２）執筆要項に照らして、適切な執筆内容・方法で論述することができる。
（３）明快で分かりやすく、論理的な一貫性がある文章を書くことができる。（４）音楽教育学の発展に寄与する研究を進めることができる。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MPL704N

音楽教育学研究Ⅳ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

問題意識をもってのぞむこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

逐次紹介する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

第１回 研究することの意味とその倫理について考える
第２回 さまざまな研究方法を知る：目的に即した研究方法の選択の重要性
第３回 実験法とは：実験すると何がわかるか
第４回 観察法とは：観察するときにないに留意すればよいか
第５回 事例研究法とは：何に配慮すべきか
第６回 質問紙法とは：質問紙法を用いることの長所と短所は何か
第７回 質問用紙の作り方：聞き方によって回答は変わる
第８回 質問用紙の作成
第９回 データ処理の方法を学ぶ：⑴記述統計
第１０回 〃  ：⑵推測統計
第１１回 〃  ：⑶カイ二乗検定
第１２回 〃  ：⑷t検定と分散分析法
第１３回 論文作成の際の留意点
第１４回 テストと解説

◆準備学習の内容◆

次週の課題について各自事前に準備を行い，資料や文献を読み込んだ上で授業に臨むこと。（目安毎週2時間）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み，課題の発表，レポート課題の成果などを総合して評価する。
授業内での討論やコメントシートに関して適時フィードバックを行う。

◆授業目標◆

（１）音楽教育研究の対象，研究分野及び研究方法について理解する。（２）音楽教育研究の現状と課題，研究動向などについて理解する。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MPL713U

音楽教育研究法Ⅰ

古川 聡



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-116 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 1単位

備考

特記事項なし

◆教科書（使用テキスト）◆

逐次紹介する。

◆参考図書◆

日本音楽教育学会編『音楽教育研究ハンドブック』音楽之友社．日本教科教育学会編『教科教育研究ハンドブック』教育出版．山本文茂『これ
からの音楽教育を考える 展望と指針』音楽之友社．中嶋恒雄, 斎藤博『音楽教育研究のまとめ方』 建帛社.

◆留意事項◆

１．自分の研究課題についての発表
２．修士論文の構想と討議（１）先行研究のリビュー
３．修士論文の構想と討議（２）独自性
４．資料の収集と整理（１）図書館ガイダンス
５．資料の収集と整理（２）文献検索
６．資料の収集と整理（３）文献表の作成
７．資料の収集と整理（４）文献表の検討
８．関連する文献の講読と検討（１）要約発表 前半
９．関連する文献の講読と検討（２）要約発表 後半
10．研究構想図の作成と検討 前半
11．研究構想図の作成と検討 後半
12．研究構想及び研究の発表と討議（１）学生A
13．研究構想及び研究の発表と討議（２）学生B
14．研究構想及び研究の発表と討議（３）学生C
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

次週の課題について各自事前に準備を行い，資料や文献を読み込んだうえで授業に臨むこと。（目安毎週2時間）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み，課題の発表と成果などを総合して評価する。
授業内での討論やコメントシートに関して適時フィードバックを行う。

◆授業目標◆

（１）自分の研究課題のための研究方法を検討する。（２）修士論文の作成に必要な文献を収集・講読し，改題する。（３）互いの研究内容や研
究方法を学び，自分の研究に生かす。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MPL714U

音楽教育研究法Ⅱ

津田 正之



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 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

問題意識をもってのぞむこと

◆教科書（使用テキスト）◆

逐次紹介する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

第１回 研究することの意味とその倫理について考える
第２回 さまざまな研究方法を知る：目的に即した研究方法の選択の重要性
第３回 実験法とは：実験すると何がわかるか
第４回 観察法とは：観察するときにないに留意すればよいか
第５回 事例研究法とは：何に配慮すべきか
第６回 質問紙法とは：質問紙法を用いることの長所と短所は何か
第７回 質問用紙の作り方：聞き方によって回答は変わる
第８回 質問用紙の作成
第９回 データ処理の方法を学ぶ：⑴記述統計
第１０回 〃  ：⑵推測統計
第１１回 〃  ：⑶カイ二乗検定
第１２回 〃  ：⑷t検定と分散分析法
第１３回 論文作成の際の留意点
第１４回 テストと解説

◆準備学習の内容◆

次週の課題について各自事前に準備を行い，資料や文献を読み込んだ上で授業に臨むこと。（目安毎週2時間）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み，課題の発表，レポート課題の成果などを総合して評価する。
授業内での討論やコメントシートに関して適時フィードバックを行う。

◆授業目標◆

（１）音楽教育研究の対象，研究分野及び研究方法について理解する。（２）音楽教育研究の現状と課題，研究動向などについて理解する。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MPL715U

音楽教育研究法Ⅲ

古川 聡



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 5-116 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 1単位

備考

特記事項なし。

◆教科書（使用テキスト）◆

逐次紹介する。

◆参考図書◆

日本音楽教育学会編『音楽教育研究ハンドブック』音楽之友社．日本教科教育学会編『教科教育研究ハンドブック』教育出版．山本文茂『これ
からの音楽教育を考える 展望と指針』音楽之友社．中嶋恒雄, 斎藤博『音楽教育研究のまとめ方』 建帛社.

◆留意事項◆

１．自分の研究課題についての発表
２．修士論文の構想と討議（１）先行研究のリビュー
３．修士論文の構想と討議（２）独自性
４．資料の収集と整理（１）図書館ガイダンス
５．資料の収集と整理（２）文献検索
６．資料の収集と整理（３）文献表の作成
７．資料の収集と整理（４）文献表の検討
８．関連する文献の講読と検討（１）要約発表
９．関連する文献の講読と検討（２）要約発表
10．研究構想図の作成と検討
11．研究構想図の作成と検討
12．研究構想及び研究の発表と討議 Ａ
13．研究構想及び研究の発表と討議 Ｂ
14．研究構想及び研究の発表と討議 Ｃ
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

次週の課題について各自事前に準備を行い，資料や文献を読み込んだうえで授業に臨むこと。（目安毎週2時間）

◆成績評価の方法◆

授業への取り組み，課題の発表と成果などを総合して評価する。
授業内での討論やコメントシートに関して適時フィードバックを行う。

◆授業目標◆

（１）自分の研究課題のための研究方法を検討する。（２）修士論文の作成に必要な文献を収集・講読し，改題する。（３）互いの研究内容や研
究方法を学び，自分の研究に生かす。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MPL716U

音楽教育研究法Ⅳ

津田 正之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-116 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

教材研究の基盤となる学習指導要領、評価規準・題材の目標の作成について、十分理解しておくこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時指定する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

１  オリエンテーション 
２  教材研究とは何か
３ 教材研究の理論と方法
４～５ 歌唱唱と教材研究
６～７  器楽教材と教材研究 
８～９  創作教材と教材研究 
10～11  鑑賞教材と教材研究
12～13 教材研究と学習指導
14～15 教材研究の基礎のまとめ

◆準備学習の内容◆

音楽教材研究についての課題についてレジュメを作成し提出する。

◆成績評価の方法◆

音楽教材研究についての課題についてレジュメを作成し提出する。

◆授業目標◆

音楽教材研究に関する知識を整理し、教材研究の方法について理解するとともに、実際に多角的な教材研究を行うことができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MPL723U

音楽教育教材研究A

津田 正之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-116 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

教材研究の基盤となる学習指導要領、評価規準・題材の目標の作成について、十分理解しておくこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

ピアノ教則本、音楽教科書などを適宜、用いる。

◆参考図書◆

その都度、紹介する。

◆留意事項◆

１  オリエンテーション
２～４  ピアノ初期教育の教材 （児童・生徒、教職課程、シニアなど）
５～７  器楽と教材（リコーダー、器楽合奏、打楽器等のアンサンブルなど）
８～10  鑑賞教材（西洋クラシック、我が国の伝統音楽、諸民俗の音楽、現代音楽など）
11～14  歌唱教材（日本のうた、合唱曲、我が国の伝統音楽など）
15  教材研究のまとめ

◆準備学習の内容◆

課題として出された教材の表現の練習、鑑賞を実践し、ディスカッションのためのレジュメを作成する（ピアノ、器楽、鑑賞、歌唱の教材 の中か
ら研究したい教材について自ら演奏の練習、楽曲の聴取を行い、学習者の立場からワークシートへの記入を行って分析を行い、報告レ ポート
を作成する。

◆成績評価の方法◆

音楽教材研究についての口頭発表の状況、資料作成状況、教材研究のまとめのレポートにより、総合的に評価する。 フィードバックについ て
は、口頭による講評、ディスカッションの発言内容へのコメント、提出されたレポートへの添削などを行う。

◆授業目標◆

様々なジャンルの音楽を対象に、実践的な教材研究について理解し、教育現場における教材研究の諸相について知るとともに、教材を開発す
ることができる。

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MPL724U

音楽教育教材研究B

津田 正之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時に提示する。

◆参考図書◆

Journal for Research in Music Education(JRME)

◆留意事項◆

１．授業の進め方（ガイダンス）
２．対象者に応じた音楽教育実践の検討（乳幼児）
３．対象者に応じた音楽教育実践の検討（育児支援）
４．対象者に応じた音楽教育実践の検討（小学校）
５．対象者に応じた音楽教育実践の検討（中学校）
６．対象者に応じた音楽教育実践の検討（高校）
７．対象者に応じた音楽教育実践の検討（障がいを持つ人）
８．中間発表
９．音楽教育実践に関する文献の講読（乳幼児を中心に）
10．音楽教育実践に関する文献の講読（育児支援を中心に）
11．音楽教育実践に関する文献の講読（小学校を中心に）
12．音楽教育実践に関する文献の講読（中学校を中心に）
13．音楽教育実践に関する文献の講読（高校を中心に）
14．各自の課題発表
15．まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業時に提示される課題を十分に行った上で、授業参加すること（目安は毎週120分程度）。

◆成績評価の方法◆

授業への参加意欲、課題への取り組み方、発表等を総合して評価する。
発表についてはフィードバックを行う。

◆授業目標◆

１）様々な対象者（幼児、児童、生徒、障がいを持った人等）の音楽教育実践の在り方についてフィールドワークを通して学ぶ。２）音楽教育の
実践における諸課題について検討する。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MPL729U

音楽教育実践演習Ａ

伊藤 仁美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-327 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時に提示する。

◆参考図書◆

Journal for Research in Music Education(JRME)

◆留意事項◆

１．授業の進め方（ガイダンス）
２．音楽指導方法に関する文献の講読（国内学術雑誌より幼児に関するもの）
３．音楽指導方法に関する文献の講読（国内学術雑誌より小学校に関するもの）
４．音楽指導方法に関する文献の講読（国内学術雑誌より中学校に関するもの）
５．音楽指導方法に関する文献の講読（国内学術雑誌より高校に関するもの）
６．音楽指導方法に関する文献の講読（国内学術雑誌よりその他に関するもの）
７．自分の研究テーマに即した音楽指導方法に関する文献購読（国内学術雑誌）
８．課題の発表
９．音楽指導方法に関する文献の講読（海外学術雑誌より幼児に関するもの）
10．音楽指導方法に関する文献の講読（海外学術雑誌より小学校に関するもの）
11．音楽指導方法に関する文献の講読（海外学術雑誌より中学校に関するもの）
12．音楽指導方法に関する文献の講読（海外学術雑誌より高校に関するもの）
13．音楽指導方法に関する文献の講読（海外学術雑誌よりその他に関するもの）
14．自分の研究テーマに即した音楽指導方法に関する文献購読（海外学術雑誌）
15．音楽指導方法の今日的課題とは

◆準備学習の内容◆

授業時に提示される課題の準備を十分に行った上で、授業参加すること（目安は毎週120分程度）。

◆成績評価の方法◆

授業への参加意欲、課題への取り組み方、発表等を総合して評価する。
発表についてはフィードバックを行う。

◆授業目標◆

様々な対象者（幼児、児童、生徒、障がいを持った人等）の音楽指導方法に関する研究動向、および今日的課題を事例研究や文献を通して検
討する。

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MPL730U

音楽教育実践演習Ｂ

伊藤 仁美



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

1）研究テーマの確認
2）最新の研究動向の確認
3）先行研究の読解と自身の研究への反映
4）自身の研究状況のまとめ
5）中間発表の準備
6）中間発表予行演習
7）中間発表
8）中間発表の反省と問題点の確認
9）中間発表の問題点の調査
10）研究テーマの再確認
11）研究目的の再確認
12）研究方法の再確認
13）研究史の再確認
14）前期末段階における構成の確認と目次の作成
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

各自の研究テーマについて学習や作業を進める。

◆成績評価の方法◆

・発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。
・発表内容に対しては毎回、詳細な講評を行う。

◆授業目標◆

修士論文作成の調査をまとめ、全体の構成を整えることができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MWL701N

音楽学演習Ⅰ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

1）研究テーマの確認
2）最新の研究動向の確認
3）先行研究の読解と自身の研究への反映
4）自身の研究状況のまとめ
5）中間発表の準備
6）中間発表予行演習
7）中間発表
8）中間発表の反省と問題点の確認
9）中間発表の問題点の調査
10）研究テーマの再確認
11）研究目的の再確認
12）研究方法の再確認
13）研究史の再確認
14）後期末段階における構成の確認と目次の作成
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

各自の研究テーマについて学習や作業を進める。（週５時間程度）

◆成績評価の方法◆

・発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。 
 
・発表内容に対しては毎回、詳細な講評を行う。

◆授業目標◆

修士論文作成の調査をまとめ、全体の構成を整えることができる。

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

MWL702N

音楽学演習Ⅱ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

1）研究テーマの確認
2）最新の研究動向の確認
3）先行研究の読解と自身の研究への反映
4）自身の研究状況のまとめ
5）中間発表の準備
6）中間発表予行演習
7）中間発表
8）中間発表の反省と問題点の確認
9）中間発表の問題点の調査
10）研究テーマの再確認
11）研究目的の再確認
12）研究方法の再確認
13）研究史の再確認
14）前期末段階における構成の確認と目次の作成
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

各自の研究テーマについて学習や作業を進める。（週５時間程度）

◆成績評価の方法◆

・発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。
・発表内容に対しては毎回、詳細な講評を行う。

◆授業目標◆

修士論文作成の調査をまとめ、全体の構成を整えることができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MWL703N

音楽学演習Ⅲ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

1）夏休みの成果の確認
2）プロスペクトへの準備（１）目次の作成
3）プロスペクトへの準備（２）発表内容の検討
4）プロスペクトへの準備（３）レジュメの作成
5）プロスペクトへの準備（４）読み上げ原稿の作成
6）プロスペクトの総括
7）論文執筆（１）全体計画の確認
8）論文執筆（２）第１章の執筆
9）論文執筆（３）第２章の執筆
10）論文執筆（４）書式等について
11）論文執筆（５）第３章の執筆
12）論文執筆（６）第４章の執筆
13）論文執筆（７）文献表の作成
14）論文執筆（８）要旨の作成
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

各自の研究テーマについて学習や作業を進める。（週５時間程度）

◆成績評価の方法◆

・発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。
・発表内容に対しては毎回、詳細な講評を行う。

◆授業目標◆

修士論文を執筆し提出できる。

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

MWL704N

音楽学演習Ⅳ

各担当者



ナンバリング

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 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適時、指示する。

◆留意事項◆

・修士課程の大学院生（音楽学）ならびに音楽情報専修の学生の合同で開講される。
・大学院修士課程の２年生以上は修論プロスペクトの発表、音楽情報専修の４年生以上は卒論プロスペクトの発表、大学院修士課程の１年生
および

音楽情報専修の３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 オリエンテーション
第２回 文献紹介１（修士課程１年生ＡとＢの発表）
第３回 文献紹介２（学部４年生ＣとＤの発表）
第４回 文献紹介３（学部４年生ＥとＦの発表）
第５回 文献紹介４（学部３年生Ｇ、Ｈ、Ｉの発表）
第６回 文献紹介５（学部３年生Ｊ、Ｋ、Ｌの発表）
第７回 文献紹介６（学部３年生Ｍ、Ｎ、Ｏの発表）
第８回 まとめ

◆準備学習の内容◆

・自分の発表にあたっては、レジュメの作成方法等を踏まえ、充分に準備をして臨むこと。（週５時間程度）
・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。（週2時間程度）

◆成績評価の方法◆

・発表、平常点（ディスカッション）、期末レポート。適宜授業内でフィードバックする。
・期末レポート（コメントを付けて返却）

◆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。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MWL713U

音楽学研究法Ⅰ

横井 雅子



ナンバリング

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 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適時、指示する。

◆留意事項◆

・修士課程の大学院生（音楽学）ならびに音楽情報専修の学生の合同で開講される。
・大学院修士課程の２年生以上は修論プロスペクトの発表、音楽情報専修の４年生以上は卒論プロスペクトの発表、大学院修士課程の１年生
および

音楽情報専修の３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 教員発表１（教員Ａの発表)
第２回 教員発表２（教員Ｂの発表）
第３回 卒論プロスペクト１（学部４年生ＣとＤの発表）
第４回 卒論プロスペクト１（学部４年生ＥとＦの発表）
第５回 教員発表３（教員Ｃの発表）
第６回 教員発表４（教員Ｄの発表）
第７回 教員発表５（教員Ｅの発表）
第８回 まとめ

◆準備学習の内容◆

・自分の発表にあたっては、レジュメの作成方法等を踏まえ、充分に準備をして臨むこと。（週５時間程度）
・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。（週2時間程度）

◆成績評価の方法◆

・発表、平常点（ディスカッション）、期末レポート。適宜授業内でフィードバックする。
・期末レポート（コメントを付けて返却）

◆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。

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MWL714U

音楽学研究法Ⅱ

横井 雅子



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 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適時、指示する。

◆留意事項◆

・修士課程の大学院生（音楽学）ならびに音楽情報専修の学生の合同で開講される。
・大学院修士課程の２年生以上は修論プロスペクトの発表、音楽情報専修の４年生以上は卒論プロスペクトの発表、大学院修士課程の１年生
および

音楽情報専修の３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 オリエンテーション
第２回 文献紹介１（修士課程１年生ＡとＢの発表）
第３回 文献紹介２（学部４年生ＣとＤの発表）
第４回 文献紹介３（学部４年生ＥとＦの発表）
第５回 文献紹介４（学部３年生Ｇ、Ｈ、Ｉの発表）
第６回 文献紹介５（学部３年生Ｊ、Ｋ、Ｌの発表）
第７回 文献紹介６（学部３年生Ｍ、Ｎ、Ｏの発表）
第８回 まとめ

◆準備学習の内容◆

・自分の発表にあたっては、レジュメの作成方法等を踏まえ、充分に準備をして臨むこと。（週５時間程度）
・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。（週２時間程度）

◆成績評価の方法◆

・発表、平常点（ディスカッション）。適宜授業内でフィードバックする。
・期末レポート

◆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。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MWL715U

音楽学研究法Ⅲ

横井 雅子



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 5-211 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

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

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適時、指示する。

◆留意事項◆

・修士課程の大学院生（音楽学）ならびに音楽情報専修の学生の合同で開講される。
・大学院修士課程の２年生以上は修論プロスペクトの発表、音楽情報専修の４年生以上は卒論プロスペクトの発表、大学院修士課程の１年生
および

音楽情報専修の３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 教員発表１（教員Ａの発表)
第２回 教員発表２（教員Ｂの発表）
第３回 卒論プロスペクト１（学部４年生ＣとＤの発表）
第４回 卒論プロスペクト１（学部４年生ＥとＦの発表）
第５回 教員発表３（教員Ｃの発表）
第６回 教員発表４（教員Ｄの発表）
第７回 教員発表５（教員Ｅの発表）
第８回 まとめ

◆準備学習の内容◆

・自分の発表にあたっては、レジュメの作成方法等を踏まえ、充分に準備をして臨むこと。（週５時間程度）
・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。（週２時間程度）

◆成績評価の方法◆

・発表、平常点（ディスカッション）。適宜授業内でフィードバックする。
・期末レポート

◆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。

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MWL716U

音楽学研究法Ⅳ

横井 雅子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

ジェラール・コルビオ監督『カストラート（Farinelli）』（伊・仏・白合作、1994年公開）は、バロック時代に活躍した実在のカストラート歌手を主人公
にした映画である。できればDVDで鑑賞しておいてほしい。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

Annette Kreutziger-Herr, Melanie Unseld (Hrsg.), Lexikon Musik und Gender, Bärenreiter/Metzler, 2010. （特に"Historischer Teil"、授業第2～
4回用）
アンガス・ヘリオット『カストラートの世界』、関根敏子ほか訳、国書刊行会、1995年。
パトリック・バルビエ『カストラートの歴史』、 野村正人訳、筑摩書房、1995年。
玉川裕子編著『クラシック音楽と女性たち』、青弓社、2015年。および本書251-258頁収録の参考文献。

◆留意事項◆

【カストラートの歴史と魅力】

人間の営みである以上、音楽もまたジェンダーとは切っても切れない関係にある。音楽学の分野では1980年代からフェミニズム的視点に立っ
たジェンダー研究が盛んになり、男性中心の歴史記述には現れない女性音楽家の発掘や、彼女たちの活動の社会的背景の解明が進められ
てきた。それら先行研究の蓄積が（いまだ充分とは言えないものの）すでに立派なアーカイヴとなりつつある2020年の今、「音楽とジェンダー」
研究は新たな局面を迎えている。近年はジェンダー規範の影響やその問題性を、作品、演奏、批評などの様々な切り口から、より多様に、より
踏み込んで論じる傾向が見られる。本授業はその流れを受けて、CGP（Cross-Gendered Performance、性別越境パフォーマンス）の魅力を美
学的に論じることを試みる。主な考察対象として、音楽史的に重要なカストラート（去勢歌手）に焦点を当てる。歴史的な視点、現代的な視点の
両方を区別しつつ取り入れよう。予備知識として「音楽とジェンダー」の歴史を概観することから始めたい。

1. 導入
2. 「音楽とジェンダー」の歴史① 中世～近代
3. 「音楽とジェンダー」の歴史② 19世紀
4. 「音楽とジェンダー」の歴史③ 20世紀以降
5. 教会におけるカストラート① 歴史
6. 教会におけるカストラート② 社会的背景と問題性
7. 教会におけるカストラート③ 美学的考察
8. オペラにおけるカストラート① 歴史
9. オペラにおけるカストラート② 社会的背景と問題性
10. オペラにおけるカストラート③ 美学的考察
11. オペラの中のズボン役
12. 現代におけるソプラニスタ、カウンターテノール
13. 歌舞伎の女形、宝塚の男役との比較
14. 演歌におけるCGP（テキストと歌い手の交差）
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

課題は、授業への応答を兼ねた資料調査とその提供とする。その準備に週2時間程度。

◆成績評価の方法◆

課題への取組みによる。フィードバックは授業内に行う。

◆授業目標◆

１． 「音楽とジェンダー」に関する幅広い知識と考察力を養う ２．音楽史上の現象を美学的に考察する手法を学ぶ

◆授業形態◆

オンライン（講義原稿配信）

◆授業内容・計画◆

MWL717U

音楽美学研究A

瀬尾 文子



ナンバリング

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 集中 単位数 2単位

備考

特になし

◆教科書（使用テキスト）◆

ヒンリヒセン『フランツ・シューベルト――あるリアリストの音楽的肖像』堀訳（アルテス、2017年）定価2200円
※購入希望者は住所とともにメールしてください（hori.tomohei@kunitachi.ac.jp）。2割引で送ります（送料不要）。

◆参考図書◆

伊坂青司ほか編『ドイツ・ロマン主義研究』御茶の水書房
M.H.エイブラムズ『鏡とランプ――ロマン主義理論と批評の伝統』研究社出版
Otto Erich Deutsch, Franz Schubert: Sein Leben in Bildern.
Ernst Hilmar, Schubert (Akademische Druck-U.Vlgs, 1996)
松本卓也『人はみな妄想する』青土社
新宮一成編『フロイト=ラカン（知の教科書）』講談社
ジジェク『斜めから見る―大衆文化を通してラカン理論へ』青土社
藤本一子『シューマン』音楽之友社 (作曲家・人と作品)
伊東信宏『ハイドンのエステルハージソナタを読む』春秋社
『思想』岩波書店、2010年3月号(1031号)

◆留意事項◆

１．オリエンテーション――授業の目的、自己紹介
２．ロマン主義とは何か――歴史・政治・絵画
３．19世紀の思想――人生と芸術の一致
４．ロマン派の器楽――形式拡大の調的ストラテジー
５．動機と衝動――A.B.マルクスの音楽哲学
６．ドイツ語圏の有機体――国家・身体の比喩として
７．【間奏：1990年代日本のロマン主義――スピッツ分析】
８．音と詩の融合――歌曲の徹底分析
９．《水の上で歌う》――歌曲に哲学と思想をさぐる
１０．神との対峙（1）――キリスト教の弱体化と汎神論
１１．神との対峙（2）――ミサ曲における歌詞削除の徹底分析
１２．成長するオペラ主人公――《フィエラブラス》の特異な人物描写
１３．ディスカッション（1）――シューベルトと古典派
１４．精神分析と音楽――脅迫反復、精神病etc.
１５．ディスカッション（2）――シューベルトと後期ロマン派

◆準備学習の内容◆

教科書を通読しておくことが望ましい。また講義資料を事前にLive campusにアップするので、目を通しておくこと（3時間）。

◆成績評価の方法◆

平常点（ディスカッションへの参加態度等）に小論文（授業内）の成績を加味して行う。
■小論文の課題：「教科書の任意の1章に批判を加えなさい」（60分程度）
なお、授業内発表を行う受講生（若干名）には試験を免除するので、発表希望者は6月末までに発表タイトルと要旨（400～800字）を付けてメー
ルしてください（hori.tomohei@kunitachi.ac.jp）。バランスを考慮して後日発表の可否を連絡します。
■発表課題：「ロマン主義にかかわる作曲家・作品の分析をしなさい（とくにロマン派時代に限る必要はない）」（20分程度）
終了後に、授業内ないし後日Live campusにて総評を行う。

◆授業目標◆

ロマン主義研究をテーマとする。毎回シューベルト研究の最前線に触れる講義を聴き、各テーマから作曲家の音楽と思想に迫る。さらにそれを
各自の研究対象にフィードバックすることで、ロマン主義とは何かという問いに答える手がかりを得ることができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MWL722U

西洋音楽史研究B

堀 朋平



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

授業への積極的関与を望む

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

毎回の授業内容に即して案内する。

◆留意事項◆

1. オリエンテーション
2. 坪内逍遥『新楽劇論』
3. 坪内逍遥《新曲浦島》の音楽化
4. 中島雅楽之都作曲・箏曲《和歌の浦》
5. 新舞踊・舞踊詩と音楽
6. 改良楽器・新楽器製作と邦楽
7. 活動写真と音楽
8. ラジオ放送と音楽
9. 邦楽器による協奏曲
10. 紀元二千六百年奉祝と音楽
11. 多忠朝作曲の舞楽《悠久》《昭和楽》
12. 稀音家浄観作曲・長唄《元寇》
13. 信時潔作曲・交声曲《海道東征》
14. 学生による発表
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

次回授業内容に合わせてその都度指示する。

◆成績評価の方法◆

授業内での発表およびその内容に基づく期末レポートを総合的に評価する。

◆授業目標◆

20世紀前半に相当する明治末から大正・昭和戦前期において、第一次世界大戦、関東大震災、満州事変・日中戦争・太平洋戦争、紀元二千
六百年などを背景に、舞踊・演劇・活動写真・ラジオ放送などとの関係の中で変化を遂げていった日本音楽の動向について理解を深める。

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

MWL726U

日本音楽史研究B

塚原 康子



ナンバリング

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 火４ 単位数 2単位

備考

受講者の意向に応じて内容を適宜変更する．文献を多く読み，用いられる分析法を理解できるようになる．パソコンを使って基礎的な音楽情報
処理技術を身に着けるので，Windowsのノートパソコンを極力持参すること．なお，学術研究会での聴講を行なう場合がある．

◆教科書（使用テキスト）◆

授業中に適宜指示する．

◆参考図書◆

授業中に適宜指示する．

◆留意事項◆

1.ガイダンス
2.音響解析の基礎
3.Octaveを用いた波形処理(1) 導入
4.Octaveを用いた波形処理(2)  基礎操作
5.Octaveを用いた波形処理(3)  波形入力
6.Octaveを用いた波形処理(4)  分析
7.Octaveを用いた波形処理(5)  課題提示
8.Octaveを用いた波形処理(5)  課題実施
9．討論
10.楽器音解析による演奏特徴解析法１ ～ピアノ～
11.楽器音解析による演奏特徴解析法２ ～バイオリン～
12.楽器音解析による演奏特徴解析法３ ～打楽器～
13.ディスカッション
14.全体討論
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

受講者の興味に合わせて適宜内容を変更する．研究文献を正しく読むことができるようになることと，分析方法を理解できるようになる．

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みと，先行研究に対する理解と考察およびそれらに対するフィードバックを通して総合的に評価する．

◆授業目標◆

楽器演奏者にとって自らの演奏を振り返ることは，技術向上のための内省を活発にし，さらなるスキルアップにおいて重要と言える．本講義で
は，演奏音の音響と演奏時における身体動作を取り上げ，科学的な研究手法に基づいた先行研究とその分析法を学び，理解できるようにな
る．

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MWL729U

楽器音響学研究Ａ

三浦 雅展



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

受講者の意向に応じて内容を適宜変更する．文献を多く読み，用いられる分析法を理解できるようになる．学術研究会での聴講を行なう場合
がある．

◆教科書（使用テキスト）◆

授業中に適宜指示する．

◆参考図書◆

授業中に適宜指示する．

◆留意事項◆

1.ガイダンス
2.概要
3.MIDI分析に基づく研究１ ～ピアノ演奏解析～
4.MIDI分析に基づく研究２ ～演奏特徴の強調処理～
5.MIDI分析に基づく研究３ ～ギター演奏の特徴解析～
6.ディスカッション
7.まとめ
8.生体信号の概要
9.脳波と心拍の概要
10.心拍計測による研究１ ～心理状態と心拍の関係～
11.心拍計測による研究２ ～音楽聴取時の心拍記録～
12.脳波計測による研究１ ～α波，β波，ガンマ波の理解～
13.脳波計測による研究２ ～ＭＭＮを用いた研究～
14.ディスカッション
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

受講者の興味に合わせて適宜内容を変更する．研究文献を正しく読むことができるようになることと，分析方法を理解できるようになる．

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みと，先行研究に対する理解と考察およびそれらに対するフィードバックを通して総合的に評価する．

◆授業目標◆

楽器演奏者にとって自らの演奏を振り返ることは，技術向上のための内省を活発にし，さらなるスキルアップにおいて重要と言える．本講義で
は，演奏のMIDI記録と演奏時の生体情報を取り上げ，科学的な研究手法に基づく先行研究とその分析法を学び，理解できるようになる．

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

MWL730U

楽器音響学研究Ｂ

三浦 雅展



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 5-209 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

臨床現場においては音楽療法士の倫理を遵守し，論文執筆に際しては研究倫理を逸脱しないこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にてその都度紹介する。

◆参考図書◆

授業内にてその都度紹介する。

◆留意事項◆

修士論文作成に向けて全15回の授業を以下のプロセスで進める。
１）オリエンテーション
２）研究目的・方法・フローチャートの再確認（音楽療法特論Ⅱのふりかえり）
３）研究目的・方法・フローチャートの再確認（今後の研究に向けて）
４）研究における倫理的手続きの再確認
５）研究における仮説の設定および検証法の再確認
６）研究における仮説の設定および検証法の洗練化
７）先行研究の読み込み（前半）
８）先行研究の読み込み（後半）
９）７～８のまとめ
10）事例や臨床エピソードの報告
11）事例や臨床エピソードの検討
12）11～12のまとめ
13）論文の章立てや全体構成の再検討
14）執筆を開始した論文部分の吟味
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

研究の概要に即し，開始した臨床実践をさらに重ね，先行研究を踏まえながら，可能なら論文執筆に取りかかること。

◆成績評価の方法◆

授業内評価

◆授業目標◆

昨年度の音楽療法特論 I ・ II における取り組みをうけて，研究フローチャートに沿いながら，さらに修士論文作成へのプロセスを進めていく。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MWL733N

音楽療法特論Ⅲ

阪上 正巳



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 5-209 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

臨床現場においては音楽療法士の倫理を遵守し，論文執筆に際しては研究倫理を逸脱しないこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にてその都度紹介する。

◆参考図書◆

授業内にてその都度紹介する。

◆留意事項◆

修士論文完成に向けて

１）オリエンテーション（研究の進捗状況の確認）
２）研究における方法論の確認
３）ビブリオグラフィーの吟味
４）事例や臨床的知見の報告
５）事例や臨床的知見の検討
６）臨床的知見の考察
７）執筆した論文部分の吟味
８）執筆した論文部分の加筆修正
９）７～８のまとめ
10）完成した論文の吟味
11）完成した論文の修正
12）11～12のまとめ
13）研究審査への準備（作成した修士論文の吟味）
14）研究審査への準備（口頭試問に向けて）
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

研究の概要に即し，先行研究を踏まえながら，臨床実践の検討に基づきつつ考察を重ね，論文執筆を進めていく。

◆成績評価の方法◆

授業内評価

◆授業目標◆

前期・音楽療法特論 III における取り組みをうけて，研究フローチャートおよび論文構成案に沿いながら，修士論文を執筆し完成させる。

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

MWL734N

音楽療法特論Ⅳ

阪上 正巳



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

各テーマに応じて作成したものを配布し、また必要に応じて指示する。

◆参考図書◆

各テーマに応じて作成したものを配布し、また必要に応じて指示する。

◆留意事項◆

現代社会の中で実践されている多様な音楽や芸能から、このテーマにふさわしいいくつかの対象を選び、ケーススタディを行う。
可能であれば、実際にこうした音楽や芸能の当事者からの証言をきき、現場の意識を知る機会をもちたい。
受講生の希望を取り入れながら対象を選びたいが、以下のような内容を想定している。

１）現代社会における音楽と芸能―問題の所在を探る
２）音楽表現と民族性・地域性
３）人々をつなぐ音楽表現①考察
４）人々をつなぐ音楽表現②ディスカッション
５）人々をつなぐ音楽表現③プレゼンテーション「人の営みに着目して」（前半）
６）人々をつなぐ音楽表現④プレゼンテーション「人の営みに着目して」（後半）
７）地域を表す音楽表現①考察
８）地域を表す音楽表現②ディスカッション
９）地域を表す音楽表現③プレゼンテーション「地域と結びつく音楽に着目して」（前半）
10）地域を表す音楽表現④プレゼンテーション「地域と結びつく音楽に着目して」（後半）
11）再生される音楽表現①考察
12）再生される音楽表現②ディスカッション
13）再生される音楽表現③プレゼンテーション「現代生活とローカル性の関わりに着目して」（前半）
14）再生される音楽表現④プレゼンテーション「現代生活とローカル性の関わりに着目して」（後半）
15）まとめと補遺

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

ディスカッション（参加度を勘案する）とプレゼンテーション、および学期末に課すレポートで評価する。

◆授業目標◆

現代社会では伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以前と同じ意識をもって取り組まれる場面は少なくなった。どんな音楽や芸能に
も多かれ少なかれ手が入り、改編されたり、異なる新たな脈絡や場で提供されることが日常的になっている。この授業の中で、そうした音楽や
伝統を、どのような力学の中で、どのような立場の人たちがそれらと向き合い、何を目指していこうと考えて取り組んでいるのか、受講者は
個々の事例と向き合いながら改めて捉えなおすことができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MWL741U

音楽民族学研究Ａ

横井 雅子



ナンバリング

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 木１ 単位数 2単位

備考

TAを申請するものは、この授業を取ることが必須条件となる。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配付する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

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

１）オリエンテーション
２）研究を始めるにあたって
３）研究者が守るべき倫理
４）研究題目に沿った図書館の活用
５）大学を巡る状況
６）大学教育と法律
７）大学の設置基準：大学認証評価とは
８）教員の業績評価
９）TAの心構えと役割
１０）どのように学生を評価するか
１１）ハラスメントを防止する
１２）大学の諸規定
１３）FDとは何か
１４）障がいのある学生の支援
１５）まとめとテスト

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

授業内でのプレゼンテーション、課題の提出、最終レポートなどを総合して評価する。
毎時、コメントシートの提出を求めその内容に関してフィードバックする。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MGL705N

指導法

古川 聡



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

実技 日本舞踊の基礎 花柳 千代著
無限といってもよい舞踊の動作の中から、主な基本動作を取り出し、単純化し、系統的にまとめ、用語を整理した本書は、初心者の歌舞伎

舞踊への理解を助けるために最適な書。

◆留意事項◆

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

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

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

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

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

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

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

８）着物着付け。扇を使っての挨拶。作品習得７。お太鼓の結び方１。

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

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

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

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

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

14）着物着付け。扇を使っての挨拶。扇の名称と扱い方の練習。作品習得13。

15)作品発表。まとめ。

◆準備学習の内容◆

 各自、初回授業までに
1)ゆかた 2)半幅帯（飾り帯でないもの） 3)肌じゅばん 4)ステテコあるいはスパッツ
5)足袋（靴のサイズより0・5センチ小さめ） 6)腰ひも3本 7)腰に巻くタオル 8)風呂敷 9）ノート 10)筆記用具 11)稽古用扇子（初回授業時
に購入も可能￥2000位） 以上を準備、持参のこと。
★準備出来ない物は、初回授業時に応相談。

なお、8回目授業以降、なるべく浴衣以外の着付けもしたいので、12）着物 13）お太鼓用帯
14）えり付きじゅばん 15）すそよけ 16）帯枕 17）帯板 18）帯締め 19）帯揚げ
を持参して下さい。貸し出しも可能。

◆成績評価の方法◆

提出物、実技試験により評価。
授業中に常にフィードバックする。

◆授業目標◆

１、着物の着付け、礼儀作法、基本的所作を学ぶ。

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

３、日本舞踊の実習を通して、的確に役柄を表現する技術を学ぶ。

４、舞台の基礎知識と日本の伝統文化の基礎知識を学ぶ。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MVS731N

舞台表現技術演習（日舞）

花柳 妙千鶴



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 N-005 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

大塚直哉編『クラヴィス』（現代ギター社）

◆参考図書◆

渡邊順生「チェンバロ・フォルテピアノ」(東京書籍）			

◆留意事項◆

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

第1回：導入、チェンバロの発音の仕組み、数字つき低音の基礎
～J.S.バッハ「小プレリュード」

第2回：チェンバロのタッチの基礎（当時の鍵盤導入教材から学べること）その１
～F.クープラン「プレリュード」、数字つき低音の基礎（続き）

第3回：チェンバロのタッチの基礎（当時の鍵盤導入教材から学べること）その２
～J.S.バッハ「インヴェンション」、数字つき低音の基礎（続き）

第4回：アンサンブルにおけるチェンバロ～通奏低音の基本を理解する～
～カッチーニ「アマリリ」ほか

第5回：第1～4回の復習
第6回：舞曲を弾くその１ ～クリーガー「メヌエット」ほか
第7回：舞曲を弾くその２ ～J.S.バッハの組曲から
第8回：舞曲を弾くその３ ～まとめ～
第9回：レチタティーヴォを弾いてみようその１ ～ヘンデル《メサイア》から
第10回：レチタティーヴォを弾いてみようその２ ～J.S.バッハ「我は満ちたれり」
第11回：第6～10回の復習
第12回：17～18世紀のクラヴィーア音楽を概観する（時間があればポジティフオルガンなどの体験を含む）
第13回：試験に向けた確認レッスン
第14回：数字つき低音の初見、ソロ曲の試験
第15回：ミニコンサート、まとめ		

◆準備学習の内容◆

必ず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）と試験、ミニコンサートでの演奏を加味して評価する。また各回のレッスンでのコメントのほかに、ミニコンサー
トの演奏についての各自への講評の時間を設ける。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

MSS717U

チェンバロ演習

大塚 直哉



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

積極的に研究を行うこと。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

１．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
２．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
３．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
４．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
５．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
６．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
７．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
８．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
９．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１０．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１１．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１２．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１３．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１４．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１５．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｇ～Ｉ）

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

研究の成果についてコメントする。成績は、積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDS801N

研究指導Ⅰ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

積極的に研究を行うこと。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

１．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
２．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
３．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
４．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
５．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
６．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
７．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
８．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
９．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１０．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１１．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１２．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１３．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１４．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１５．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｇ～Ｉ）

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

研究の成果についてコメントする。成績は、積極的に取り組んだかを総合的に判断する。
	

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

DDS802N

研究指導Ⅱ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

積極的に研究を行うこと。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

１．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
２．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
３．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
４．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
５．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
６．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
７．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
８．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
９．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１０．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１１．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１２．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１３．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１４．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１５．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｇ～Ｉ）

◆準備学習の内容◆

教員のコメントを考慮して継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

発表についてコメントする。成績は、研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDS803N

研究指導Ⅲ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

積極的に研究を行うこと。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

１ 各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
２．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
３．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
４．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
５．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
６．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
７．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
８．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
９．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１０．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１１．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１２．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１３．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１４．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１５．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｇ～Ｉ）

◆準備学習の内容◆

教員のコメントを考慮して継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

発表についてコメントする。成績は研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

DDS804N

研究指導Ⅳ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

積極的に研究を行うこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

１ 各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
２．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
３．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
４．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
５．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
６．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
７．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
８．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
９．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１０．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１１．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１２．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１３．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１４．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１５．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｇ～Ｉ）

◆準備学習の内容◆

教員のコメントを考慮して継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

発表についてコメントする。成績は、研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDS805N

研究指導Ⅴ

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

積極的に研究を行うこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

１．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
２．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
３．各自の研究テーマについて研究し、第１回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
４．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
５．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
６．各自の研究テーマについて研究し、第２回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
７．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
８．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
９．各自の研究テーマについて研究し、第３回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１０．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１１．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１２．各自の研究テーマについて研究し、第４回報告する。（学生Ｇ～Ｉ）
１３．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ａ～Ｃ）
１４．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｄ～Ｆ）
１５．各自の研究テーマについて研究し、最終報告する。（学生Ｇ～Ｉ）

◆準備学習の内容◆

教員のコメントを考慮して継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

発表についてコメントする。成績は研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

DDS806N

研究指導Ⅵ

各担当者



ナンバリング

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 1単位

備考

初回に全員が顔合わせを行い、年間日程等の打ち合わせを行います。
日程や担当者・発表内容については5号館入口や音楽学研究室の掲示を参照してください。
他専攻の発表にも参加して各自の論文作成に役だててください。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

・授業は隔週に設定されます。
・授業は原則として学生および研究生による研究発表とディスカッションです。
・博士課程の学生は全員、毎回出席すること。
・研究生の学生も全員、毎回出席すること。
・博士論文提出予定者はプレ発表の予行も行います。

第１回 ガイダンスと発表予定の決定
第２回 学位授与者の研究発表
第３回 個々の中間発表とディスカッション（１）
第４回 個々の中間発表とディスカッション（２）
第５回 個々の中間発表とディスカッション（３）
第６回 博士論文提出予定者はプレ発表の予行
第７回 個々の中間発表とディスカッション（４）

◆準備学習の内容◆

各自、発表に向けて研究し、資料作成を行う。（週5時間程度）

◆成績評価の方法◆

授業への参加状況と発表内容。授業内で講評する。

◆授業目標◆

(1)博士論文[学位申請論文]の作成にむけて、適切な研究発表ができる。(2)教員を含む参加者全体によるディスカッションを通して、個々の発
表内容や発表方法について客観的に評価できる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL807N

特別総合演習Ⅰ

友利 修, 横井 雅子, 吉成 順, 瀬尾 文子



ナンバリング

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 1単位

備考

日程や担当者・発表内容については5号館入口や音楽学研究室の掲示を参照してください。
他専攻の発表にも参加して各自の論文作成に役だててください。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

・授業は隔週に設定されます。
・授業は原則として学生および研究生による研究発表とディスカッションです。
・博士課程の学生は全員、毎回出席すること。
・研究生の学生も全員、毎回出席すること。
・博士論文提出予定者はプレ発表の予行も行います。

第１回 個々の中間発表とディスカッション（１）
第２回 個々の中間発表とディスカッション（２）
第３回 個々の中間発表とディスカッション（３）
第４回 個々の中間発表とディスカッション（４）
第５回 個々の中間発表とディスカッション（５）
第６回 個々の中間発表とディスカッション（６）
第７回 個々の中間発表とディスカッション（７）

◆準備学習の内容◆

各自、発表に向けて研究し、資料作成を行う。（週5時間程度）

◆成績評価の方法◆

授業への参加状況と発表内容。授業内で講評する。

◆授業目標◆

(1)博士論文[学位申請論文]の作成にむけて、適切な研究発表ができる。(2)教員を含む参加者全体によるディスカッションを通して、個々の発
表内容や発表方法について客観的に評価できる。

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

DDL808N

特別総合演習Ⅱ

友利 修, 横井 雅子, 吉成 順, 瀬尾 文子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

※担当教員へご確認ください。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

◆授業目標◆

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL809N

声楽領域研究Ⅰ

１年次履修

教員



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

※担当教員へご確認ください。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

◆授業目標◆

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL810N

声楽領域研究Ⅱ

１年次履修



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特に無し。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し。

◆参考図書◆

特に無し。

◆留意事項◆

この授業ではフランス歌曲に特化し、それを身に付けることを主な目標として演習する。
様々なフランス歌曲を選択してディクションの指導、詩の内容を研究し表現力を引き出す。

１. 研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－F.Poulencの歌曲（選択曲１）
２．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－F.Poulencの歌曲（選択曲２）
３．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－F.Poulencの歌曲（選択曲３）
４．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－F.Poulencの歌曲（選択曲４）
５．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－１～４のまとめ
６．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－C.Koechlinの歌曲（選択曲１）
７．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－C.Koechlinの歌曲（選択曲２）
８．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－C.Koechlinの歌曲（選択曲３）
９．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－６～８のまとめ
１０．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－H.Sauguetの歌曲（選択曲１）
１１．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－H.Sauguetの歌曲（選択曲２）
１２．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－H.Sauguetの歌曲（選択曲３）
１３．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－H.Sauguetの歌曲（選択曲４）
１４．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－10～13のまとめ
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

この演習では個々に合わせた様々な曲目を取り上げるので、音取り、正確な発音は勿論、十分な解析をしておくこと。（目安 正確な音、発音
で歌唱出来る状態にする）
目安として最低1時間以上連取しておくこと。

◆成績評価の方法◆

平常の授業での取り組みにより評価する。
随時課題に対してはフィードバックする。

◆授業目標◆

正しいフランス語の発音、ディクションを身につけて的確な発声に繋げ、身に付ける。そして詩の内容を的確に表現できるようにアプローチす
る。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL811N

声楽領域研究Ⅲ

２年次履修

秋山 理恵



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特に無し。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し。

◆参考図書◆

特に無し。

◆留意事項◆

この授業ではフランス歌曲に特化し、それを身に付けることを主な目標として演習する。
様々なフランス歌曲を選択してディクションの指導、詩の内容を研究し表現力を引き出す。

１. 研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－C.Debussyの歌曲（選択曲１）
２．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－C.Debussyの歌曲（選択曲２）
３．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－C.Debussyの歌曲（選択曲３）
４．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－１～３のまとめ
５．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－G.Fauréの歌曲（選択曲１）
６．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－G.Fauréの歌曲（選択曲２）
７．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－G.Fauréの歌曲（選択曲３）
８．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－５～７のまとめ
９．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－H.Sauguetの歌曲（選択曲５）
１０．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－H.Sauguetの歌曲（選択曲６）
１１．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－H.Sauguetの歌曲（選択曲７）
１２．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－H.Sauguetの歌曲（選択曲８）
１３．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－H.Sauguetの歌曲（選択曲９）
１４．研究の為に選択した曲目を歌唱させ研究する。－９～13のまとめ
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

この演習では個々に合わせた様々な曲目を取り上げるので、音取り、正確な発音は勿論、十分な解析をしておくこと。（目安 正確な音、発音
で歌唱出来る状態にする）
目安として最低1時間以上練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

平常の授業での取り組みにより評価する。
随時課題に対してはフィードバックする。

◆授業目標◆

正しいフランス語の発音、ディクションを身につけて的確な発声に繋げ、身に付ける。そして詩の内容を的確に表現できるようにアプローチす
る。

◆授業形態◆

オンライン

◆授業内容・計画◆

DDL812N

声楽領域研究Ⅳ

２年次履修

秋山 理恵



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  器楽研究領域に関わる作品研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  器楽研究領域に関わる作品研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  器楽研究領域に関わる作品研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  器楽研究領域に関わる作品研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  器楽研究領域に関わる作品研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  器楽研究領域に関わる作品研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  器楽研究領域に関わる作品研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  器楽研究領域に関わる作品研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  器楽研究領域に関わる作品研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  器楽研究領域に関わる作品研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  器楽研究領域に関わる作品研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  器楽研究領域に関わる作品研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  まとめ①／無伴奏作品及び室内楽作品
第15回  まとめ②／ピアノ伴奏作品及び協奏曲作品

◆準備学習の内容◆

授業内の指示に従い、必要な予習、及び練習をしておくこと。（毎日1時間以上）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
授業中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地域、
ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同時に、
それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の担い手を
育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL813N

器楽領域研究Ⅰ

１年次履修

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション①
第15回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション②

◆準備学習の内容◆

授業内の指示に従い、必要な予習、及び練習をしておくこと。（毎日1時間以上）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
授業中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地域、
ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同時に、
それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の担い手を
育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL814N

器楽領域研究Ⅱ

１年次履修

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  器楽研究領域に関わる作品研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  器楽研究領域に関わる作品研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  器楽研究領域に関わる作品研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  器楽研究領域に関わる作品研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  器楽研究領域に関わる作品研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  器楽研究領域に関わる作品研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  器楽研究領域に関わる作品研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  器楽研究領域に関わる作品研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  器楽研究領域に関わる作品研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  器楽研究領域に関わる作品研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  器楽研究領域に関わる作品研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  器楽研究領域に関わる作品研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  まとめ①／無伴奏作品及び室内楽作品
第15回  まとめ②／ピアノ伴奏作品及び協奏曲作品

◆準備学習の内容◆

授業内の指示に従い、必要な予習、及び練習をしておくこと。 （毎日1時間以上）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
授業中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地域、
ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同時に、
それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の担い手を
育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL815N

器楽領域研究Ⅲ

２年次履修

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション①
第15回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション②

◆準備学習の内容◆

授業内の指示に従い、必要な予習、及び練習をしておくこと。 （毎日1時間以上）

◆成績評価の方法◆

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
授業中に課題を常にフィードバックする。

◆授業目標◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地域、
ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同時に、
それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の担い手を
育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL816N

器楽領域研究Ⅳ

２年次履修

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

※担当教員へご確認ください。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

◆授業目標◆

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL817N

創作領域研究Ⅰ

1年次履修

教員



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

※担当教員へご確認ください。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

◆授業目標◆

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL818N

創作領域研究Ⅱ

1年次履修

教員



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

作曲創作の実践と理論の研究を通して、高度に専門的な創作技法、また作曲思想の修得・実践を目的とする。様々な時間論を研究し、それら
を敷衍する創作の方法論について、独自なものを開発、実践する。

１）オリエンテーション
２）シュパーリンガーの音楽について研究する。（１）
３）シュパーリンガーの音楽について研究する。（２）
４）シュパーリンガーの音楽について研究する。（３）
５）ドイツ語圏における現代音楽の系譜について研究する。
６）それらの語法の自作品への応用と独自なアプローチの探求を行う。
７）シュヴェアの音楽について研究する。（１）
８）シュヴェアの音楽について研究する。（２）
９）ヴァンデルヴァイザー楽派について研究する。（１）
10）ヴァンデルヴァイザー楽派について研究する。（２）
11）ムンドリーの音楽について研究する。（１）
12）ムンドリーの音楽について研究する。（２）
13）ムンドリーの音楽について研究する。（３）
14）ムンドリーの音楽について研究する。（４）
15）まとめと、夏季休暇における課題の確認。

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

授業内での取り組み。
授業内での分析、考察等や、期末レポートについては、随時授業内でフィードバックする。

◆授業目標◆

作曲創作の実践と理論の研究を通して、高度に専門的な創作技法の修得を目的とする。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL819N

創作領域研究Ⅲ

2年次履修

川島 素晴



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

作曲創作の実践と理論の研究を通して、高度に専門的な創作技法の修得を目的とする。とりわけ、ヨーロッパにおける現代音楽作品を中心と
した研究を深め、独自な視点に基づく創作の方法論について、独自なものを開発、実践する。

１）アメリカ留学から帰国した学生によるアメリカの現状についての報告。
２）ムンドリーのレクチャーを踏まえた研究・創作の実践を行う。
３）フェルドマンの音楽について研究する。（１）
４）フェルドマンの音楽について研究する。（２）
５）フルクサスの実践について研究する。（１）
６）フルクサスの実践について研究する。（２）
７）シュタウトの音楽について研究する。（１）
８）シュタウトの音楽について研究する。（２）
９）ラッヘンマンの音楽について研究する。（１）
10）ラッヘンマンの音楽について研究する。（２）
11）これまでの研究を踏まえた自作品への応用について研究する。（１）
12）これまでの研究を踏まえた自作品への応用について研究する。（２）
13）これまでの研究を踏まえた自作品への応用について研究する。（３）
14）これまでの研究を踏まえた自作品への応用について研究する。（４）
15）まとめと、冬期休暇における課題の確認。

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

授業内での取り組み。
授業内での分析、考察等や、期末レポートについては、随時授業内でフィードバックする。

◆授業目標◆

作曲創作の実践と理論の研究を通して、高度に専門的な創作技法の修得を目的とする。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

DDL820N

創作領域研究Ⅳ

2年次履修

川島 素晴



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆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◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。

◆成績評価の方法◆

研究成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL821N

音楽学領域研究Ⅰ

１年次履修

教員



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆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◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。

◆成績評価の方法◆

研究成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL822N

音楽学領域研究Ⅱ

１年次履修

教員



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

データの整理・蓄積をこまめに行い、それらが論文のどこに反映されるのかを意識してほしい。併せて外部への発表などの機会も意識しつつ
取り組むこと。

◆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◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。

◆成績評価の方法◆

研究内容の取り組み方から総合的に判断する。

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL823N

音楽学領域研究Ⅲ

２年次履修

友利 修



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

データの整理・蓄積をこまめに行い、それらが論文のどこに反映されるのかを意識してほしい。併せて外部への発表などの機会も意識しつつ
取り組むこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

適宜指定する。

◆留意事項◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。

◆成績評価の方法◆

研究成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆授業目標◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

DDL824N

音楽学領域研究Ⅳ

２年次履修

友利 修



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

※担当教員へご確認ください。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

◆授業目標◆

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL825N

音楽教育学領域研究Ⅰ

１年次履修

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

	※担当教員へご確認ください。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

◆授業目標◆

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL826N

音楽教育学領域研究Ⅱ

１年次履修

各担当者



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

研究状況に応じて､適宜指定する｡

◆留意事項◆

1回～15回. テーマについて学習した内容を報告する｡

◆準備学習の内容◆

前回の指導内容を踏まえ､継続性をもって研究テーマに取り組む｡

◆成績評価の方法◆

研究成果と学びに向う力を総合的に判断する｡

◆授業目標◆

博士論文の執筆のためのための研究を深める｡

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL827N

音楽教育学領域研究Ⅲ

２年次履修

津田 正之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

研究状況に応じて､適宜､指定する｡

◆留意事項◆

1～15回。テーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

前回の指導内容を踏まえ､継続性をもって研究テーマに取り組む｡

◆成績評価の方法◆

研究成果と学びに向う力を総合的に評価する｡

◆授業目標◆

博士論文執筆のための研究を深める｡

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

DDL828N

音楽教育学領域研究Ⅳ

２年次履修

津田 正之



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-12 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

特になし

◆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） 及びプリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

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

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

◆準備学習の内容◆

準備学習：学部で学んできた和声法課題実施の復習
予習：各回で取り上げられる内容について関連のある項目を教科書を用いて予め読んで、記憶し、課題を実施しておく。(５０分)
復習：授業で学んだ内容について不十分な点があれば、再度ノートを見直して、内容を覚える。
また、課題を再度実施して上達度を確認する。(５０分)

◆成績評価の方法◆

西洋音楽の和声法の歴史的変遷から考察した小論文試験と研究発表による。
随時課題を出し授業内でフィードバックする。

◆授業目標◆

博士課程レヴェルでの西洋音楽においての和声法の歴史的変遷を、博士論文の準備段階として言語的に総括できるようになる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL829N

音楽理論特講Ａ

林 達也



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-12 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

特になし

◆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）及びプリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

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

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

◆準備学習の内容◆

準備学習：前期で学んだ様式を含む和声法課題実施の復習
予習：各回で取り上げられる項目について、作曲家及び主要作品などを予め調べておく。また、あらかじめ作品のアナリーゼをしておく。(５０分)
復習：授業で学んだ内容について不十分な点があればノートなどを再度読み直して覚える。また、授業で行った課題を再度実施し、上達度を
自己確認する。(５０分)

◆成績評価の方法◆

西洋音楽の和声法の歴史的変遷から考察した小論文試験と研究発表による。
随時課題を出し授業内でフィードバックする。

◆授業目標◆

博士課程レヴェルでの西洋音楽においての和声法の歴史的変遷を、博士論文の準備段階として言語的に総括できるようになる。

◆授業形態◆

対面

◆授業内容・計画◆

DDL830N

音楽理論特講Ｂ

林 達也



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

ジェラール・コルビオ監督『カストラート（Farinelli）』（伊・仏・白合作、1994年公開）は、バロック時代に活躍した実在のカストラート歌手を主人公
にした映画である。できればDVDで鑑賞しておいてほしい。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

Annette Kreutziger-Herr, Melanie Unseld (Hrsg.), Lexikon Musik und Gender, Bärenreiter/Metzler, 2010. （特に"Historischer Teil"、授業第2～
4回用）
アンガス・ヘリオット『カストラートの世界』、関根敏子ほか訳、国書刊行会、1995年。
パトリック・バルビエ『カストラートの歴史』、 野村正人訳、筑摩書房、1995年。
玉川裕子編著『クラシック音楽と女性たち』、青弓社、2015年。および本書251-258頁収録の参考文献。

◆留意事項◆

【カストラートの歴史と魅力】

人間の営みである以上、音楽もまたジェンダーとは切っても切れない関係にある。音楽学の分野では1980年代からフェミニズム的視点に立っ
たジェンダー研究が盛んになり、男性中心の歴史記述には現れない女性音楽家の発掘や、彼女たちの活動の社会的背景の解明が進められ
てきた。それら先行研究の蓄積が（いまだ充分とは言えないものの）すでに立派なアーカイヴとなりつつある2020年の今、「音楽とジェンダー」
研究は新たな局面を迎えている。近年はジェンダー規範の影響やその問題性を、作品、演奏、批評などの様々な切り口から、より多様に、より
踏み込んで論じる傾向が見られる。本授業はその流れを受けて、CGP（Cross-Gendered Performance、性別越境パフォーマンス）の魅力を美
学的に論じることを試みる。主な考察対象として、音楽史的に重要なカストラート（去勢歌手）に焦点を当てる。歴史的な視点、現代的な視点の
両方を区別しつつ取り入れよう。予備知識として「音楽とジェンダー」の歴史を概観することから始めたい。

1. 導入
2. 「音楽とジェンダー」の歴史① 中世～近代
3. 「音楽とジェンダー」の歴史② 19世紀
4. 「音楽とジェンダー」の歴史③ 20世紀以降
5. 教会におけるカストラート① 歴史
6. 教会におけるカストラート② 社会的背景と問題性
7. 教会におけるカストラート③ 美学的考察
8. オペラにおけるカストラート① 歴史
9. オペラにおけるカストラート② 社会的背景と問題性
10. オペラにおけるカストラート③ 美学的考察
11. オペラの中のズボン役
12. 現代におけるソプラニスタ、カウンターテノール
13. 歌舞伎の女形、宝塚の男役との比較
14. 演歌におけるCGP（テキストと歌い手の交差）
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

課題は、授業への応答を兼ねた資料調査とその提供とする。その準備に週２時間程度。

◆成績評価の方法◆

課題への取り組みによる。フィードバックは授業にて行う。

◆授業目標◆

１． 「音楽とジェンダー」に関する幅広い知識と考察力を養う ２．音楽史上の現象を美学的に考察する手法を学ぶ

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

DDL831N

音楽美学特講Ａ

瀬尾 文子



ナンバリング

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 集中 単位数 1単位

備考

特になし

◆教科書（使用テキスト）◆

ヒンリヒセン『フランツ・シューベルト――あるリアリストの音楽的肖像』堀訳（アルテス、2017年）定価2200円
  ※購入希望者は住所とともにメールしてください（hori.tomohei@kunitachi.ac.jp）。2割引きで送ります（送料不要）。

◆参考図書◆

伊坂青司ほか編『ドイツ・ロマン主義研究』御茶の水書房
M.H.エイブラムズ『鏡とランプ――ロマン主義理論と批評の伝統』研究社出版
Otto Erich Deutsch, Franz Schubert: Sein Leben in Bildern.
Ernst Hilmar, Schubert (Akademische Druck-U.Vlgs, 1996)
松本卓也『人はみな妄想する』青土社
新宮一成編『フロイト=ラカン（知の教科書）』講談社
ジジェク『斜めから見る―大衆文化を通してラカン理論へ』青土社
藤本一子『シューマン』音楽之友社 (作曲家・人と作品)
伊東信宏『ハイドンのエステルハージソナタを読む』春秋社
『思想』岩波書店、2010年3月号(1031号)

◆留意事項◆

１．オリエンテーション――授業の目的、自己紹介
２．ロマン主義とは何か――歴史・政治・絵画
３．19世紀の思想――人生と芸術の一致
４. ロマン派の器楽――形式拡大の調的ストラテジー
５．動機と衝動――A.B.マルクスの音楽哲学
６．ドイツ語圏の有機体――国家・身体の比喩として
７．【間奏：1990年代日本のロマン主義――スピッツ分析】
８．音と詩の融合――歌曲の徹底分析
９．《水の上で歌う》――歌曲に哲学と思想をさぐる
１０．神との対峙（1）――キリスト教の弱体化と汎神論
１１．神との対峙（2）――ミサ曲における歌詞削除の徹底分析
１２．成長するオペラ主人公――《フィエラブラス》の特異な人物描写
１３．ディスカッション（1）――シューベルトと古典派
１４．精神分析と音楽――脅迫反復、精神病etc.
１５．ディスカッション（2）――シューベルトと後期ロマン派

◆準備学習の内容◆

教科書を通読しておくことが望ましい。また講義資料を事前にLive campusにアップするので、目を通しておくこと（3時間）。

◆成績評価の方法◆

平常点（ディスカッションへの参加態度等）に小論文（授業内）の成績を加味して行う。
■小論文の課題：「教科書の任意の1章に批判を加えなさい」（60分程度）
なお、授業内発表を行う受講生（若干名）には試験を免除するので、発表希望者は6月末までに発表タイトルと要旨（400～800字）を付けてメー
ルしてください（hori.tomohei@kunitachi.ac.jp）。バランスを考慮して後日発表の可否を連絡します。
■発表課題：「ロマン主義にかかわる作曲家・作品の分析をしなさい（とくにロマン派時代に限る必要はない）」（20分程度）
終了後に、授業内ないし後日Live campusにて総評を行う。

◆授業目標◆

ロマン主義研究をテーマとする。毎回シューベルト研究の最前線に触れる講義を聴き、各テーマから作曲家の音楽と思想に迫る。さらにそれを
各自の研究対象にフィードバックすることで、ロマン主義とは何かという問いに答える手がかりを得ることができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL834N

西洋音楽史特講Ｂ

堀 朋平



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

各テーマに応じて作成したものを配布し、また必要に応じて指示する。

◆参考図書◆

各テーマに応じて作成したものを配布し、また必要に応じて指示する。

◆留意事項◆

現代社会の中で実践されている多様な音楽や芸能から、このテーマにふさわしいいくつかの対象を選び、ケーススタディを行う。
可能であれば、実際にこうした音楽や芸能の当事者からの証言をきき、現場の意識を知る機会をもちたい。
受講生の希望を取り入れながら対象を選びたいが、以下のような内容を想定している。

１）現代社会における音楽と芸能―問題の所在を探る
２）音楽表現と民族性・地域性
３）人々をつなぐ音楽表現①考察
４）人々をつなぐ音楽表現②ディスカッション
５）人々をつなぐ音楽表現③プレゼンテーション「人の営みに着目して」（前半）
６）人々をつなぐ音楽表現④プレゼンテーション「人の営みに着目して」（後半）
７）地域を表す音楽表現①考察
８）地域を表す音楽表現②ディスカッション
９）地域を表す音楽表現③プレゼンテーション「地域と結びつく音楽に着目して」（前半）
10）地域を表す音楽表現④プレゼンテーション「地域と結びつく音楽に着目して」（後半）
11）再生される音楽表現①考察
12）再生される音楽表現②ディスカッション
13）再生される音楽表現③プレゼンテーション「現代生活とローカル性の関わりに着目して」（前半）
14）再生される音楽表現④プレゼンテーション「現代生活とローカル性の関わりに着目して」（後半）
15）まとめと補遺

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

ディスカッション（参加度を勘案する）とプレゼンテーション、および学期末に課すレポートで評価する。

◆授業目標◆

現代社会では伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以前と同じ意識をもって取り組まれる場面は少なくなった。どんな音楽や芸能に
も多かれ少なかれ手が入り、改編されたり、異なる新たな脈絡や場で提供されることが日常的になっている。この授業の中で、そうした音楽や
伝統を、どのような力学の中で、どのような立場の人たちがそれらと向き合い、何を目指していこうと考えて取り組んでいるのか、受講者は
個々の事例と向き合いながら改めて捉えなおすことができる。

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL842N

音楽民族学特講Ａ

横井 雅子



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

授業への積極的関与を望む

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

毎回の授業内容に即して案内する。

◆留意事項◆

1. オリエンテーション
2. 坪内逍遥『新楽劇論』
3. 坪内逍遥《新曲浦島》の音楽化
4. 中島雅楽之都作曲・箏曲《和歌の浦》
5. 新舞踊・舞踊詩と音楽
6. 改良楽器・新楽器製作と邦楽
7. 活動写真と音楽
8. ラジオ放送と音楽
9. 邦楽器による協奏曲
10. 紀元二千六百年奉祝と音楽
11. 多忠朝作曲の舞楽《悠久》《昭和楽》
12. 稀音家浄観作曲・長唄《元寇》
13. 信時潔作曲・交声曲《海道東征》
14. 学生による発表
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

次回授業内容に合わせてその都度指示する。

◆成績評価の方法◆

授業内での発表およびその内容に基づく期末レポートを総合的に評価する。

◆授業目標◆

20世紀前半に相当する明治末から大正・昭和戦前期において、第一次世界大戦、関東大震災、満州事変・日中戦争・太平洋戦争、紀元二千
六百年などを背景に、舞踊・演劇・活動写真・ラジオ放送などとの関係の中で変化を遂げていった日本音楽の動向について理解を深める。

◆授業形態◆

対面とオンライン併用

◆授業内容・計画◆

DDL838N

日本音楽史特講Ｂ

塚原 康子



ナンバリング

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 火４ 単位数 1単位

備考

受講者の意向に応じて内容を適宜変更する．文献を多く読み，用いられる分析法を理解できるようになる．パソコンを使って基礎的な音楽情報
処理技術を身に着けるので，Windowsのノートパソコンを極力持参すること．なお，学術研究会での聴講を行なう場合がある． 

◆教科書（使用テキスト）◆

授業中に適宜指示する．

◆参考図書◆

授業中に適宜指示する．

◆留意事項◆

1.ガイダンス		
2.音響解析の基礎		
3.Octaveを用いた波形処理(1)  導入		
4.Octaveを用いた波形処理(2)  基礎操作		
5.Octaveを用いた波形処理(3)  波形入力		
6.Octaveを用いた波形処理(4)  分析		
7.Octaveを用いた波形処理(5)  課題提示		
8.Octaveを用いた波形処理(5)  課題実施		
9．討論		
10.楽器音解析による演奏特徴解析法１  ～ピアノ～		
11.楽器音解析による演奏特徴解析法２  ～バイオリン～		
12.楽器音解析による演奏特徴解析法３  ～打楽器～		
13.ディスカッション		
14.全体討論		
15.まとめと評価		

◆準備学習の内容◆

受講者の興味に合わせて適宜内容を変更する．分析方法を理解し，実験計画や実験内容に応じた準備を自律的に行なう．

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みと，先行研究に対する理解と考察およびそれらに対するフィードバックを通して総合的に評価する．

◆授業目標◆

楽器演奏者にとって自らの演奏を振り返ることは，技術向上のための内省を活発にし，さらなるスキルアップにおいて重要と言える．本講義で
は，演奏音の音響と演奏時における身体動作を取り上げ，科学的な研究手法に基づく分析法を学び，自らが実践できるようになる．

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL839N

音楽音響学特講Ａ

三浦 雅展



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

受講者の意向に応じて内容を適宜変更する．文献を多く読み，用いられる分析法を理解できるようになる．学術研究会での聴講を行なう場合
がある．  

◆教科書（使用テキスト）◆

授業中に適宜指示する．

◆参考図書◆

授業中に適宜指示する．

◆留意事項◆

1.ガイダンス
2.演奏情報の解析（１）概要
3.演奏情報の解析（２）解析手法
4.演奏情報の解析（３）記録
5.演奏情報の解析（４）分析と考察
6.演奏情報の解析（５）ディスカッション
7.演奏情報の解析（６）まとめ
8.生体信号の解析（１）概要
9.生体信号の解析（２）心拍信号と脳波の概要
10.生体信号の解析（３）生体信号の記録
11.生体信号の解析（４）記録と分析
12.生体信号の解析（５）分析と評価
13.生体信号の解析（６）プログラミングによる分析
14.生体信号の解析（７）分析と考察
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

受講者の興味に合わせて適宜内容を変更する．分析方法を理解し，実験計画や実験内容に応じた準備を自律的に行なう．

◆成績評価の方法◆

授業への取り組みと，先行研究に対する理解と考察およびそれらに対するフィードバックを通して総合的に評価する．

◆授業目標◆

楽器演奏者にとって自らの演奏を振り返ることは，技術向上のための内省を活発にし，さらなるスキルアップにおいて重要と言える．本講義で
は，演奏のMIDI記録と演奏時の生体情報を取り上げ，科学的な研究手法に基づく分析法を学び，自らが実践できるようになる．

◆授業形態◆

対面・オンライン併用

◆授業内容・計画◆

DDL840N

音楽音響学特講Ｂ

三浦 雅展



ナンバリング

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 木１ 単位数 2単位

備考

TAを申請するものは、この授業を取ることが必須条件となる。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

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

１）オリエンテーション
２）研究を始めるにあたって
３）研究者が守るべき倫理
４）研究題目に沿った図書館の活用
５）大学を巡る状況
６）大学教育と法律
７）大学の設置基準：大学認証評価とは
８）教員の業績評価
９）TAの心構えと役割
１０）どのように学生を評価するか
１１）ハラスメントを防止する
１２）大学の諸規定
１３）FDとは何か
１４）障がいのある学生の支援
１５）まとめとテスト

◆準備学習の内容◆

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

◆成績評価の方法◆

授業内でのプレゼンテーション、課題の提出、最終レポートなどを総合して評価する。
授業内での討論やコメントシートに関して適時フィードバックを行う。

◆授業目標◆

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

◆授業形態◆

◆授業内容・計画◆

DDL841N

教授法

古川 聡


