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481,482 音楽理論概論 AⅠ(前期),Ⅱ(後期) 

担当教員 土田 英介 教授 曜日時限 水 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

形式ごとにいろいろな楽曲を分析し、説明する。室内楽曲、管弦楽曲のスコアについても解説する。 

【到達目標】 

バロックから古典派、ロマン派に至る西洋音楽を総合的に理解し、結びつけるようになる。スコアをも読めるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

楽典をきちんと理解していること。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義又は【対面】演習、指示を致します。初回は【遠隔】です。 

前期、遠隔の学生、又当日遠隔授業となった場合は、授業の 2 日後までに下記のコードから出欠の連絡を学年、専攻、名票

番号、氏名とともに下さい。 

umvjja4（google classroom） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

前期は出席で、後期はレポートとする。 

【授業展開と内容-前期】 

1.分析の基本について。 

2.近親調の説明。 

3.非和声音について。 

4.終止についての把握。 

5.二部形式について。 

6.三部形式について。 

7.複合形式について。 

8.複合形式とロンドについて。 

9.ロンド形式で書かれたピアノ曲の分析。 

10.ロンド形式で書かれた室内楽曲又は二重奏ソナタの楽

章の分析。 

11.変奏曲について。Ⅰ 

12.変奏曲について。Ⅱ 

13.変奏曲について。Ⅲ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

レッスンを振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回レッスン準備の際に生じた疑問点を整理しておくこと。(目安３０－６０分) 

授業で扱った曲を和声感を持って復習すること。楽譜をもってくること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ソナタ形式の説明。 

2.ベートーヴェン、ピアノ・ソナタ作品２－１第１楽章の分析。 

3.ベートーヴェンの書式の特徴。 

4.ベートーヴェン、ピアノ・ソナタ作品１４－２第１楽章の分

析。 

5.ソナタ形式で書かれた二重奏ソナタの楽章の分析。 

6.ソナタ形式で書かれた弦楽四重奏曲の楽章の分析。 

7.ハイドンとモーツァルトの比較。 

ハイドンの特徴について。 

8.モーツァルトの特徴について。 



 2 

9.モーツァルトの特徴について。 

10.バッハ、フーガの主唱、答唱、対唱について。 

11.バッハ、平均律クラヴィーア曲集第１巻第２番フーガの

説明。 

12.バッハ、シンフォニア第９番の分析。 

13.スコアの読み方。 

14.今期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

レッスンを振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回レッスン準備の際に生じた疑問点を整理しておくこと。(目安３０－６０分) 

授業で扱った曲を和声感を持って復習すること。プリントをもってくること。 

後期、遠隔の学生、又当日遠隔授業となった場合は、授業の 2 日後までに下記のコードから出欠の連絡を学年、専攻、名票

番号、氏名とともに下さい。 

56ihotd（google classroom） 

【オフィスアワー】 

月曜日 Ⅴ時限後、調布校舎 

【教材】 

【参考教材】バッハ、平均律クラヴィーア曲集第１巻 演奏のための分析ノート１ 土田英介著 音楽之友社、配布プリント。 

 

483,484 音楽理論概論 BⅠ(前期),Ⅱ(後期) 

担当教員 石島 正博 講師 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

場所や時代によって、可変的な諸規則に従って、音を要素とする、時間的持続を組織化する技術＝《音楽》についての理論

的概論及び音楽の哲学 

【到達目標】 

音楽の基本的構成要素の認識と構造（音楽形式、調性及び旋法システム）、主題性、書式法（旋律、和声、リズム）、楽器法、

アゴーギク（速度法）、ダイナミクス（強弱法、音の力学）、プロソディ（韻律法）、フィギュラリズム（音型法）の理解および音楽様

式の技法的変遷を把握すること 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース １年生（クラス指定） 

【授業の形式】 

講義【対面】またはオンライン 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.楽譜＝音楽の地図を読むための音楽理論 

授業ガイダンスに代えて 

2.リズムとは何か？ 

－リズムが作る音楽表現－ 

3.ヨーロッパ音楽におけるリズムの変遷 

4.旋律とは何か？ 

－旋律が喚起するもの－ 

5.ヨーロッパ音楽における旋律の変遷 
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6.和声とは何か？ 

－和声がつくる音楽表現－ 

7.ヨーロッパ音楽における和声の変遷 

8.対位法という思想－ヨーロッパ音楽の本質－ 

9.Bach の音楽語法 Ⅰ 

－J.S.Bach Inventio BWV 772 を読む－ 

着想（Inventio）、配置構成（dispositio）、彫琢（elaboratio）

発話（pronuntiatio）、表現（elocution） 

10.Bach の音楽語法 Ⅱ 

－J.S.Bach Sinfonia BWV 795 を読む－ 

 バロック音楽のフィグール及び Passus  duriusculus＝

lamento-Bass の書式の変遷 

11.Bach の音楽語法 Ⅲ  

－J.S.Bach Fuga BWV.866 を読む－ 

フーガの書法 

12.主題、動機、持続細胞  

－モーツァルトの音楽語法Ⅰ－ 

  Mozart : Sonate für Violine und Klavier K.304 

13.形式を作るもの－モーツァルトの音楽語法Ⅱ－ 

Mozart:  Sonate für Violine und Klavier K.304 

14.形式を作るもの －モーツァルトの音楽語法 Ⅲ－ 

Mozart:  Sonate für Violine und Klavier K.304 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

指定された書籍の通読、各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。  

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

授業を振り返り、次回授業のために疑問点を整理しておくこと。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.旋律と和声 －機能和声とは何か？－ 

Mozart と R.Strauss の歌曲 

2.旋律と和声 －非和声音と変質和音－  

 Schumann: Am Leuchtenden Sommermorgen op.48. Nr.12 

etc. 

3.内発的和声－ロシアの和声言語－ 

Tchaikovsky、Borodin、Prokofiev、Stravinsky の和声法 

4.内発的和声－北欧と中欧の和声言語－ 

Grieg、Sibelius、Dvorak、Janacek、Bartok の和声法 

5.音楽分析法 概説－ソナタ形式／類似と差異の技法－ 

Beethoven:  Sonate für  Klavier op.2-1① 

6.音楽分析法 概説－ソナタ形式／類似と差異の技法－ 

Beethoven:  Sonate für  Klavier op.2-1② 

7.音楽分析法 概説－ソナタ形式／類似と差異の技法－ 

Beethoven:  Sonate für  Klavier op.2-2① 

8.音楽分析法 概説－ソナタ形式／類似と差異の技法－ 

Beethoven:  Sonate für  Klavier op.2-2② 

9.楽器法とオーケストレーション 

基礎編（楽器法と編成） 

Beethoven の交響曲 

10.楽器法とオーケストレーション 

応用編（さまざまなオーケストレーション） 

Tchaikovsky、R.Strauss、Debussy、Bartok のオーケストレ

ーション 

11.概説 フランス近代音楽の技法Ⅰ－新しい旋律、中世

への眼差し－ 

Fauré、Debussy の音楽語法 

12.概説 フランス近代音楽の技法 Ⅱ－伝統と異端－ 

Ravel の音楽語法 

13.20 世紀音楽の技法－新しい律動と思想／「数」と「原始」

への眼差し－  

 メシアン、バルトーク、ストラヴィンスキー、ヴェーベルンの

音楽語法 

14.内発的音楽について 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

火曜日 ２限後 調布教員室 
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485,486 音楽理論概論 CⅠ(前期),Ⅱ(後期) 

担当教員 井上 渚 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

様々な楽曲を分析し形式や特徴を理解する。より理解を深めるために、実際に自分で楽譜を書く訓練もし、譜面を読む際によ

り作曲家の意図に気が付けるようにする。管弦楽のスコアの楽器の並び方、読み方についても理解出来るようにする。 

【到達目標】 

演奏する際に、自分でどのような形式の楽曲か、又どのような特徴を持った曲を演奏しているか理解し、表現力にむすびつけ

る事を目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

基本的な楽典を理解している 

【授業の形式】 

【対面】講義 実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.復習（和音の種類、終止形式について） 

2.旋律の機能と構造について 

3.舞曲 組曲について 

4.2 部形式について 

5.3 部形式について 

6.複合 3 部形式について 

7.リトルネッロ形式について 

8.ロンド形式について 

 

9.変奏曲（旋律の変奏について） 

10.やや厳格な変奏曲について 

11.自由な変奏曲について 

12.前半 変奏曲のアナリーゼ 実習①（変奏曲をグループ

で作曲する） 

13.実習②（変奏曲をグループで作曲する） 

14.グループで変奏曲を発表する 

【事前・事後学習-前期】 

授業で解説を聞いた後復習する事（目安 30 分～60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.フランス風序曲  アリア 

2.通作歌曲につて 

3.有節歌曲について 

4.ソナタ形式について①（モーツアルト） 

5.ソナタ形式について②（ベートーヴェン） 

6.ソナタ形式について③ ロマン派のソナタ形式 

7.ロンドソナタ形式について 

8.グループでソナタ形式をアナリーゼ 

9.グループでソナタ形式を発表 

10.オーケストラについて 

11.カノンについて 

12.インベンション・シンフォニアについて 

13.フーガについて 

14.試験 

【事前・事後学習-後期】 

授業で解説を聞いた後復習する事（目安 30 分～60 分） 
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【オフィスアワー】 

授業前後に時間を確保いたします 

 

492 和声法Ⅰ2 

担当教員 引地 誠 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

遠隔の非同時型動画方式で行う予定です。 

GoogleClassroom コード：fzfezj2 

このクラスを指定された皆さんは「授業名（和声法Ⅰ２）」「学年番号」「専攻」「氏名(ふりがなもお願いします)」「桐朋アドレス」を

メールで送って下さい。送られてきた皆さんの桐朋メールアドレスは連絡に使用します。 

hikichi-makoto☆pl.tohomusic.ac.jp 

☆を@(半角)に変えて下さい。 

【到達目標】 

西洋音楽を形作る上での原則であり、音楽の三要素の１つでもある和声(ハーモニー)の講義と実習を『和声－理論と実習Ⅰ』

を用いて行う。 

和声学の基本的な理論及び連結法の習得 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Ｂコース１年生(クラス指定) 

別のクラスの出席＝このクラスの振替出席とすること、または、このクラスの出席＝別のクラスの振替出席とすることは認めない。 

時間割の都合等によりこのクラスを受講できない場合は、変更願を出して教員が許可すれば移ることができます。ただし、(去

年度の場合)受理される期間はこの授業が始まる前でした。また、(去年度の場合)履修登録もこの授業の２回目の前までで、い

ずれも受付期間が短いです。ですので、よく確認して余裕を持って行動して下さい。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

遠隔の非同時型動画方式で行う予定です。 

GoogleClassroom コード：fzfezj2 

講義と実習。課題の実施を特に重視する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

※ すぐ下に書かれていることは例年の授業(対面授業)での方法です。今年度は遠隔の動画方式で行う予定なので嚙み合わ

ない部分があります。【補足：遠隔方式として】も読んで下さい。 

－－－ 

通年で全体の３分の１以上欠席すると失格。校欠の場合は分母が減る。 

遅刻・早退は３分の１の欠席として扱う。認められる時間は最大で 30 分までとする。それ以上は欠席として扱う。 
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前期・後期の期末試験を欠席すると失格となるので注意。ただし、校欠と認められる理由がある(例：インフルエンザ等)、または

出席できないことを事前に伝えていて許可された場合は別途に追試験を行う。 

「出席率」を最も重視して評価する。「試験」「小テスト等」「授業の取組」も評価する。「試験」＝前期・後期の期末試験とする。

「小テスト等」「授業への取組」＝積極的な課題の提出とする。 

通常時の講義では、学生に毎週何か取り組んだ課題を提出してもらい、(私が授業外で添削をしてから)次週の授業内で個別

に解説する形式を取っています。 

【補足：遠隔方式として】 

・ 遅刻・早退の部分は遠隔の動画方式ですのでありません。 

・ 出席率＝課題の提出率となります。 

・ 期末試験について、昨年度はオンラインのレポート形式としました。 

【授業展開と内容-前期】 

1.予備知識、及び楽典事項の確認 

2.基本位置３和音の配置 

3.基本位置３和音の連結 

4.基本位置３和音の連結 

5.基本位置３和音の連結 

6.和音設定の原理、各種の調 

7.和音設定の原理、各種の調 

8.３和音の第１転回位置 

9.３和音の第１転回位置 

10.３和音の第１転回位置 

11.３和音の第１転回位置 

12.３和音の第２転回位置 

13.学習内容のまとめ 

14.課題の解説・今後の課題 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.属７の和音 

3.属７の和音 

4.属７の和音 

5.属７の和音 

6.属７の和音(根音省略形) 

7.属７の和音(根音省略形) 

8.属７の和音(根音省略形) 

9.属７の和音(根音省略形) 

10.属９の和音 

11.属９の和音 

12.Ｄ諸和音の総括 

13.学習内容のまとめ 

14.課題の解説・今後の課題 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 ３限後 調布教員室(※ 対面授業に戻ってから) 

【テキスト】 

1.和声－理論と実習Ⅰ 池内友次郎 他著 1964 年 \2,800 4-276-10205-7  

【教材】 

昨年度は、和音の説明のプリントと、教科書の小問題の模範解答のプリントを作成し配布を行いました。(『和声－理論と実習

(別巻)』には長い課題の模範解答のみ載っている)  

今年度はそれらの改訂版を作る予定です。クリアーファイル等プリントをまとめるものを用意すること。予習・復習やテストの事

前勉強として配布したプリントを活用すること。 
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授業の参考とする書籍：   

・『和声－理論と実習(別巻)』 池内友次郎 他著(音楽の友社)U04-089、ISBN 4-276-10208-1   

(課題の実施例として使用する)   

・『総合和声―実技・分析・原理』 島岡譲 他著(音楽の友社)WS01-511、ISBN 4-276-10233-2   

(実際の楽曲において和声の具体的な使用方法の参考にする)   

・『新しい和声──理論と聴感覚の統合』林達也 著(アルテスパブリッシング)WS02-761、ISBN 978-4-86559-120-0   

(伝統的な数字付き低音の説明を取り入れる為) 

 

493 和声法Ⅰ3 

担当教員 篠田 昌伸 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

和声法を習得することによって、楽曲の把握や理解、演奏につながる音楽的能力を向上させること。４声体の実施を通して、

楽譜を書く力、楽譜から音を読み取り、また音を想像していく力をつけること、を目標とします。 

【到達目標】 

基礎的な和音による分析、D 和音までを中心とした４声体の実施ができること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

１年生 

【授業の形式】 

【遠隔】 授業動画を視聴し、毎週課された課題を期日までに実施し、送ること。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.和音記号、分析、カデンツについて 

2.３和音の配置、連結 

3.３和音の連結、例外的な進行 

4.３和音による基礎的なバス課題 

5.各種の調によるバス課題１ 

6.各種の調によるバス課題２ 

7.第１転回形を含む分析、配置 

8.第１転回形を含む連結 

9.第１転回形を含むバス課題１ 

10.第１転回形を含むバス課題２ 

11.第２転回形を含む分析、定型 

12.第２転回形を含む連結、バス課題 

13.第２転回形を含むバス課題 

14.前期試験 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。授業中

に終わらなかった課題や、指定された課題はやってくること 

【授業展開と内容-後期】 

1.3 和音のまとめ 

2.属七の和音を含む分析、配置 

3.属七の和音を含む連結 

4.属七の和音のバス定型 
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5.属七の和音を含むバス課題１ 

6.属七の和音を含むバス課題２ 

7.属七の和音（根音省略）を含むバス課題 

8.属九の和音を含む分析、配置 

9.属九の和音を含む連結 

10.属九の和音を含むバス課題（長調）1 

11.属九の和音を含むバス課題（長調）2 

12.属九の和音を含むバス課題（短調）1 

13.属九の和音を含むバス課題（短調）2 

14.後期試験 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。授業中

に終わらなかった課題や、指定された課題はやってくること 

【オフィスアワー】 

メールによるアポイント可。アドレスは教務課にて確認のこと。 

【テキスト】 

1.「和声－理論と実習Ⅰ」 池内友次郎 他著 1964 年 \3,024 4-276-10205-7  

 

494 和声法Ⅰ4 

担当教員 法倉 雅紀 教授 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

演奏に欠かせない和声の理論を実習する。 

【到達目標】 

和声法の基礎の習得 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース１年生 

【授業の形式】 

【対面】場合によって遠隔（動画配信）になることがあります。講義と実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.１～７ 和音の基本形。 

8.８～13  三和音の第１転回 

14.まとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

課題の実施（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.２～５  和音の第２転回形 

6.６～９  属七の和音（根音省略形を含む） 

10.10～13  属九の和音 

14.試験 
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【事前・事後学習-後期】 

前期と同様課題の実施（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【テキスト】 

1.「和声－理論と実習Ⅰ」 池内友次郎  他著 1964 年  

 

495 和声法Ⅰ5 

担当教員 久木山 直 特任教授 曜日時限 月 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

和音の連結と機能について学習します。音楽構造の一つであるハーモニーの実習を通じて裡なる耳の精度を上げることと、

楽曲の分析能力を高め、演奏に際しての解釈の足がかりになる事を目指します。 

【到達目標】 

和音の連結の基本を習得し、限定進行音の扱いに慣れた上で、限定された和音進行とバスライン上に優雅な旋律ラインを書

くことを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース 1 年生(クラス指定) 

【授業の形式】 

【遠隔】を状況を鑑み基本としますが、変化にしたがって柔軟に対応。毎回ｐｄｆや映像などでやり方をお伝えして行きます。必

要がある方は個別に対面や、オンラインのビデオ通話などで、細かく対応して行きます。基本は課題を提出をしていただき、

添削をします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○    ○ 

【成績評価の要点②】 

最終的に試験を予定はしておりますが、毎回の提出でかなり状況がこちらに把握できる場合は行わないこともありえます。従

来の対面にくらべて、昨年はオンラインでの授業を行っており、結果に対して最初は不安を教員側である久木山は持っていた

のですが、結果はむしろ従来より進度と理解ともに向上しており、驚いております。要因の一つは従来の対面の授業形態の場

合、こちらの説明を１対大多数という感覚で常に皆さんも聞いていて、自分の個人のこととしてあまり見ていなかったのが、昨

年のオンラインの場合、毎回通話であるにせよ、提出の場合にせよ、１対 1 という感覚が強く、個人レッスンのような感じでより

真剣さが増した結果かもしれないと分析しております。今年度もそううまくゆくかどうか、はわかりませんが、色々柔軟に対応し

て行きたいと思っております。遠隔授業の不安感を持たれる方も多いかと思いますが、気楽に接してください。質問は随時メ

ールで受け取ります。 

【授業展開と内容-前期】 

1.基本位置 3 和音の配置と連結 

2.和音設定 

3.和音設定 

4.各種の調 
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5.各種の調 

6.3 和音の第 1 転回位置 

7.3 和音の第 1 転回位置の配置の仕方 

8.3 和音の第 1 転回位置での V の配置と運声方 

9.２度和音の第 1 転回位置の特殊な配置 

10.3 和音の第 1 転回を用いた連結 

11.3 和音の第 2 転回位置 

12.3 和音の第 2 転回の配置 

13.3 和音の第 2 転回の独立性の歴史的背景と意味 

14.3 和音の第 2 転回を含んだ連結方法 

【事前・事後学習-前期】 

前期の復習。特に限定進行音の扱い、と５度から６度の和音への進行にさいする決まり、２度から５度への進行への慣用句を

しっかり覚えること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.V7 の和音 

2.V7 の和音の配置 

3.V7 の和音の基本的から一度への進行方法 

4.V7 の和音の展開型への拡張 

5.V7 の和音の第３展開型と４度の和音との判断の行いか

た 

6.各種 V7 の和音の展開型を含んだ課題の実習 

7.V9 の和音についての説明 

8.V9 の和音の基本形における配置の仕方 

9.V9 の和音の根音省略型の各種展開位置に学習 

10.限定進行音の特殊な振る舞い 

11.各種ドミナントを含んだ課題での和音度の決定の仕方 

12.D 諸和音の総括課題へのとりくみ 

13.音楽的要求による和音の決定の仕方 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

模範解答を可能な限りキーボードで実際に演奏してみること 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

「和声」理論と実習 I 池内友次郎 他著 (音楽之友社) U01-094 

 

496 和声法Ⅰ6 

担当教員 面川 倫一 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

このクラスに配属になった方は「学年・番号・専攻」「氏名（ふりがなも）」「桐朋メールアドレス」「授業名（和声法Ⅰ6）」を明記し

て初回授業日までに私宛にメールをください。 

omokawa-norikazu★pl.tohomusic.ac.jp （★を半角の@に変えてください） 

------------------------------ 

これから各種の音楽理論を学んでいく皆さんにまずは和音／和声についてのさまざまな考え方、その要旨と振り幅を提示し整

理するところから始めたいと思います。それらを踏まえたうえで、機能和声について考えていきます。実習と楽曲分析をとおし

て和声の視点からも音楽の感動を見出せる（＝専攻実技に生かせる）耳を養ってください。 

【到達目標】 

・初〜中級程度のバス課題が実施できること。 

・実際の楽曲における各種和音の用例と効果の把握。 



 11 

・現時点での学習が今後どのように発展して自分の音楽と結びついていくのかを積極的に想像できること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース 1 年生 

和声法Ⅰ1〜Ⅰ7 のうちどのクラスに配属されるかは学校から指定されます。掲示やポータルで確認してください。 

【授業の形式】 

基本的に【対面】で行い、GoogleClassroom を併用します。対面授業の「生中継」や「録画して後日配信」はしません。 

ときどきは【遠隔】で行います。この場合の遠隔とは「動画配信型」です。昨年度の遠隔授業風景を（下記、前期授業第 1 回の

添付資料のところに）貼っておきます。遠隔でもきちんとできますのでご安心を。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・前期末と後期末どちらも試験を受けていることが前提。 

・どれか、と言われれば「授業態度」を最重視します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入 

2.概説（1） 

3.概説（2） 

4.三和音 - 基本（1） 

5.三和音 - 基本（2） 

6.三和音 - 基本（3） 

7.三和音 - 第一転回（1） 

8.三和音 - 第一転回（2） 

9.三和音 - 第一転回（3） 

10.三和音 - 第二転回（1） 

11.三和音 - 第二転回（2） 

12.三和音 - 第二転回（3） 

13.三和音 - 総合 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

【事前学習】ノートを見直して復習すること（目安 30 分）。 

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 30 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の振り返り 

2.属七和音（1） 

3.属七和音（2） 

4.属七和音（3） 

5.属七和音（4） 

6.副七和音（1） 

7.副七和音（2） 

8.属九和音（1） 

9.属九和音（2） 

10.属九和音（3） 

11.属九和音（4） 

12.数字付き和声について 

13.後期学習内容のまとめ 

14.発表会 

【事前・事後学習-後期】 

【事前学習】ノートを見直して復習すること（目安 30 分）。 

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 30 分）。 

【オフィスアワー】 

メールで随時受け付けるほか、対面授業の前後に時間を確保します。 

【教材】 

音楽之友社刊「和声 - 理論と実習」1 巻（赤色）をメインの参考書として準備してください。 

その他のテキストは多岐にわたるため準備しなくて結構です。 

五線ノートは必須。 
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497 和声法Ⅰ7 

担当教員 松波 匠太郎 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

４声体バス課題の演習を通して機能和声の理論を学ぶ。また実際の作品の分析を通じ、理解を深める。 

【到達目標】 

基本的な和声学の理論を習得することにより、調性音楽の原理を理解することを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース１年生（クラス指定） 

【授業の形式】 

【対面】による講義と実習 

（状況により【遠隔】を希望する場合は以下へ連絡すること。必ず桐朋ドメインのアドレスを使用して下さい。） 

matsunami-shotaro[ｱｯﾄ]pl.tohomusic.ac.jp [ｱｯﾄ]＝＠、アットマーク 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.基本位置 3 和音の配置 

3.基本位置 3 和音の連結 

4.基本位置 3 和音の連結 

5.和音設定の原理 

6.和音設定の原理 

7.各種の調 

8.各種の調 

9.3 和音の第 1 転回位置 概説 

10.3 和音の第 1 転回位置 課題練習 

11.3 和音の第 1 転回位置 課題練習 

12.3 和音の第 2 転回位置 概説 

13.3 和音の第 2 転回位置 課題練習 

14.前期まとめ 【遠隔】による授業となります。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で解いた課題は各自、ピアノ等で音にしてみることが望ましい。授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、

授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.属７の和音 概説 

3.属７の和音 課題練習 

4.属７の和音 課題練習と応用 

5.属７の和音（根音省略形体） 概説 

6.属７の和音（根音省略形体） 課題練習 

7.属７の和音（根音省略形体） 課題練習と応用 

8.属９の和音 概説 

9.属９の和音 課題練習 

10.属９の和音 課題練習と応用 

11.属９の和音（根音省略形体） 概説 

12.属９の和音（根音省略形体） 課題練習 

13.属９の和音（根音省略形体） 課題練習と応用 

14.後期まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で解いた課題は各自、ピアノ等で音にしてみることが望ましい。授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、
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授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

月曜日 教室にて授業前後に時間を確保します。 

【テキスト】 

1.「和声 理論と実習 Ⅰ 」 島岡譲 他 1964 年 \3,024  

【教材】 

必要に応じてプリントを配布する。 

 

498 和声法Ⅱ1 

担当教員 篠田 昌伸 講師 曜日時限 火 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 

 

【授業の概要】 

和声法を習得することによって、楽曲の把握や理解、演奏につながる音楽的能力を向上させること。４声体の実施を通して、

楽譜を書く力、楽譜から音を読み取り、また音を想像していく力をつけること、を目標とします。 

【到達目標】 

発展的和音による分析と、様々な S 和音、転調、ソプラノ課題等の実施ができること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース２年目の学生 

【授業の形式】 

【遠隔】 授業動画を視聴し、毎週、課された課題を期日までに実施し、送ること。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.V9 の和音を含む配置 

2.V9 の和音を含む連結 

3.V9 の和音を含むバス課題１ 

4.V9 の和音を含むバス課題２ 

5.II7 の和音を含む配置、分析 

6.II7 の和音を含むバス課題 

7.準固有和音を含む配置、分析 

8.準固有和音を含むバス課題 

9.ドッペルドミナントを含む配置、分析 

10.ドッペルドミナント７を含むバス課題１ 

11.ドッペルドミナント７を含むバス課題２ 

12.ドッペルドミナント９を含むバス課題１ 

13.ドッペルドミナント９を含むバス課題２ 

14.前期試験 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。授業中

に終わらなかった課題や、指定された課題はやってくること 

【授業展開と内容-後期】 

1.増六の和音を含む分析 

ドッペルドミナント（下方変位）を含む配置 

2.ドッペルドミナント（下方変位）を含むバス課題１ 

3.ドッペルドミナント（下方変位）を含むバス課題２ 
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4.ドリア・ナポリを含む配置、分析 

5.ドリア・ナポリを含む課題１ 

6.ドリア・ナポリを含む課題２ 

7.ソプラノ課題（Ｔ－Ｄ－Ｔ） 

8.ソプラノ課題（Ｔ－Ｓ－Ｄ－Ｔ）１ 

9.ソプラノ課題（Ｔ－Ｓ－Ｄ－Ｔ）２ 

10.ドッペルドミナントを含むソプラノ課題 

11.ドリア・ナポリを含むソプラノ課題 

12.近親転調を含む、分析、課題１ 

13.近親転調を含む、分析、課題２ 

14.後期試験 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。授業中

に終わらなかった課題や、指定された課題はやってくること 

【オフィスアワー】 

メールによるアポイント可。アドレスは教務課にて確認のこと。 

【テキスト】 

1.「和声－理論と実習 II」 池内友次郎 他著 1965 年 \3,780 4-276-10206-4  

 

499 和声法Ⅱ2 

担当教員 面川 倫一 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 

 

【授業の概要】 

このクラスに配属になった方は「学年・番号・専攻」「氏名（ふりがなも）」「桐朋メールアドレス」「授業名（和声法Ⅱ2）」を明記し

て初回授業日までに私宛にメールをください。 

omokawa-norikazu★pl.tohomusic.ac.jp （★を半角の@に変えてください） 

------------------------------ 

【和声法Ⅰ2】の継続クラス。今年度は S 諸和音についての理解を深めます。四声体の実習に並行して、古典派・ロマン派作

品の和声分析も随時取り入れます。大学 2 年ともなると、和声の授業のみならずソルフェージュや実技レッスン、アンサンブル

等、さまざまな場で「和声」というワードが頻出しているはずです。演奏を専攻する皆さんが、和音／和声のさまざまな考え方を

（これまでの復習も含めて）きちんと整理できるような授業にしたいと思います。 

【到達目標】 

・中級程度の和声課題（バス・ソプラノ）が実施できること。  

・実際の楽曲における各種和音の用例と効果の把握。 

・現時点での学習が今後どのように発展して自分の音楽と結びついていくのかを積極的に想像できること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース 2 年生以上（クラス指定） 

【授業の形式】 

基本的に【対面】で行い、GoogleClassroom を併用します。対面授業の「生中継」や「録画して後日配信」はしません。 

ときどきは【遠隔】で行います。この場合の遠隔とは「動画配信型」です。昨年度の遠隔授業風景を（下記、前期授業第 1 回の

添付資料のところに）貼っておきます。遠隔でもきちんとできますのでご安心を。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・前期末と後期末どちらも試験を受けていることが前提。 

・どれか、と言われれば「授業態度」を最重視します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.1 年次の振り返り - 基礎 

2.1 年次の振り返り - 応用 

3.1 年次の振り返り - 発展（1） 

4.1 年次の振り返り - 発展（2） 

5.さまざまな S 和音（1） 

6.さまざまな S 和音（2） 

7.さまざまな S 和音（3） 

8.さまざまな S 和音（4） 

9.さまざまな S 和音（5） 

10.さまざまな S 和音（6） 

11.さまざまな S 和音（7） 

12.さまざまな S 和音（8） 

13.さまざまな S 和音（9） 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

【事前学習】ノートを見直して復習すること（目安 30 分）。  

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 30 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の振り返り 

2.さまざまな S 和音（10） 

3.さまざまな S 和音（11） 

4.さまざまな S 和音（12） 

5.さまざまな S 和音（13） 

6.近親転調（1） 

7.近親転調（2） 

8.近親転調（3） 

9.ソプラノ課題（1） 

10.ソプラノ課題（2） 

11.ソプラノ課題（3） 

12.和音外音を含む和声入門 

13.後期学習内容のまとめ 

14.発表会 

【事前・事後学習-後期】 

【事前学習】ノートを見直して復習すること（目安 30 分）。  

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 30 分）。 

【オフィスアワー】 

メールで随時受け付けるほか、対面授業の前後に時間を確保します。 

【教材】 

音楽之友社刊「和声 - 理論と実習」2 巻（黄色）をメインの参考書として準備してください。その他のテキストは多岐にわたるた

め準備しなくて結構です。 五線ノートは必須。 

 

500 和声法Ⅱ3 

担当教員 篠田 昌伸 講師 曜日時限 木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 
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【授業の概要】 

和声法を習得することによって、楽曲の把握や理解、演奏につながる音楽的能力を向上させること。４声体の実施を通して、

楽譜を書く力、楽譜から音を読み取り、また音を想像していく力をつけること、を目標とします。 

【到達目標】 

発展的和音による分析や、様々な S 和音、転調、ソプラノ課題等の実施ができること 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース２年目の学生 

【授業の形式】 

【遠隔】 授業動画を視聴し、毎週、課された課題を期日までに実施し、送ること。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.II7 の和音を含む分析、配置 

2.II7 の和音を含む連結、バス課題 

3.II7 の和音を含むバス課題 

4.準固有和音を含む分析 

5.準固有和音を含む分析、バス課題 

6.準固有和音を含むバス課題 

7.副属七の和音を含む分析  

ドッペルドミナントについて 

8.ドッペルドミナント７を含む配置と連結 

9.ドッペルドミナント７を含むバス課題 

10.ドッペルドミナント９を含むバス課題 

11.ドッペルドミナント９を含むバス課題 

12.増六の和音を含む分析  

ドッペルドミナント（下方変位）を含むバス課題 

13.ドッペルドミナント（下方変位）を含むバス課題 

14.前期試験 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。授業中

に終わらなかった課題や、指定された課題はやってくること 

【授業展開と内容-後期】 

1.ソプラノ課題（T-D-T)の導入 

2.ソプラノ課題（T-D-T)の実施 

3.ソプラノ課題（T-S-D-T)の導入 

4.ソプラノ課題（T-S-D-T)の実施 

5.IV7 の和音 

6.ドリア・ナポリを含む分析 

7.ドリア・ナポリを含む課題 

8.近親転調を含む、分析、課題 

9.近親転調を含む、分析、課題 

10.近親転調を含む、分析、課題 

11.近親転調を含むソプラノ課題 

12.近親転調を含むソプラノ課題 

13.近親転調を含むソプラノ課題 

14.後期試験 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。授業中

に終わらなかった課題や、指定された課題はやってくること 

【オフィスアワー】 

メールによるアポイント可。アドレスは教務課にて確認のこと。 

【テキスト】 

1.「和声－理論と実習ⅠI」 池内友次郎 他著 

 1965 年 \3,780 4-276-10206-4  
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502 和声法Ⅱ5 

担当教員 金子 仁美 教授 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 

 

【授業の概要】 

和声２年目は多数のサブドミナント和音が登場し、より多彩な和声を感じられるものになります。４声体の実習にとどまらず、各

自の実技に生かせる「和声感を身につけること」をテーマに授業を進めます。 

【到達目標】 

前期はサブドミナント諸和音を習得し、1年目で学習したドミナント諸和音と合わせた和声進行の数々を理解し、課題を実施す

る。 後期は転調課題やソプラノ課題の実習により、実際の楽曲の和声の仕組みを感じ取れるようにする。 演奏に繋げられる

よう、和声的な耳を鍛える。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

和声法Ｉ単位取得者（継続クラス） 

【授業の形式】 

【遠隔】講義と実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.和声法 I の復習（１） 

2.和声法 I の復習（２） 

3.II7 の和音（１） 

4.II7 の和音（２） 

5.II7 の和音（３） 

6.準固有和音（１） 

7.準固有和音（２） 

8.準固有和音（３） 

9.ドッペルドミナント（１） 

10.ドッペルドミナント（２） 

11.ドッペルドミナント（３） 

12.ドッペルドミナント（４） 

13.ドッペルドミナント（５） 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.Ｓ諸和音の諸和音（１） 

3.Ｓ諸和音の諸和音（２） 

4.Ｓ諸和音の諸和音（３） 

5.近親転調（１） 

6.近親転調（２） 

7.近親転調（３） 

 

8.近親転調（４） 

9.ソプラノ課題（１） 

10.ソプラノ課題（２） 

11.ソプラノ課題（３） 

12.ソプラノ課題（４） 

13.ソプラノ課題（５） 

14.一年間のまとめ 
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【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で出される課題を翌週までに実施すること。 

【オフィスアワー】 

事前にクラスルームで申し込みをしてください。 授業後に時間を確保します。 

【テキスト】 

1.和声 理論と実習Ｉ、ＩＩ 池内友次郎他  

 

503 和声法Ⅱ6 

担当教員 引地 誠 講師 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 

 

【授業の概要】 

遠隔の非同時型動画方式で行う予定です。 

GoogleClassroom コード：uap5lcl 

このクラスを指定された皆さんは「授業名（和声法Ⅰ２）」「学年番号」「専攻」「氏名(ふりがなもお願いします)」「桐朋アドレス」を

メールで送って下さい。送られてきた皆さんの桐朋メールアドレスは連絡に使用します。 

hikichi-makoto☆pl.tohomusic.ac.jp 

☆を@(半角)に変えて下さい。 

【到達目標】 

Ｄ和音の拡張したもの(属７・属９の和音)等の復習から開始します。 

様々なＳ和音(Ⅱ７・準固有和音・ドッペルドミナント・Ⅳ7・＋Ⅳ7・−Ⅱ)を中心に講義する。終盤には近親転調・ソプラノ課題の

章も説明する。以上を理解することにより、実作品の和声の書法の理解・分析力がより深まる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Ｂコース２年生(和声法Ⅰ６単位修得者の継続クラス)、またはＢコース１年生(許可された者) 

別のクラスの出席＝このクラスの振替出席とすること、または、このクラスの出席＝別のクラスの振替出席とすることは認めない。 

時間割の都合等によりこのクラスを受講できない場合は、変更願を出して教員が許可すれば移ることができます。ただし、(去

年度の場合)受理される期間はこの授業が始まる前でした。また、(去年度の場合)履修登録もこの授業の２回目の前までで、い

ずれも受付期間が短いです。ですので、よく確認して余裕を持って行動して下さい。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

遠隔の非同時型動画方式で行う予定です。講義と実習。課題の実施を特に重視する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

※ すぐ下に書かれていることは例年の授業(対面授業)での方法です。今年度は遠隔の動画方式で行う予定なので嚙み合わ

ない部分があります。【補足：遠隔方式として】も読んで下さい。 

－－－ 
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通年で全体の３分の１以上欠席すると失格。校欠の場合は分母が減る。 

遅刻・早退は３分の１の欠席として扱う。認められる時間は最大で 30 分までとする。それ以上は欠席として扱う。 

前期・後期の期末試験を欠席すると失格となるので注意。ただし、校欠と認められる理由がある(例：インフルエンザ等)、または

出席できないことを事前に伝えていて許可された場合は別途に追試験を行う。 

「出席率」を最も重視して評価する。「試験」「小テスト等」「授業の取組」も評価する。「試験」＝前期・後期の期末試験とする。

「小テスト等」「授業への取組」＝積極的な課題の提出とする。 

通常時の講義では、学生に毎週何か取り組んだ課題を提出してもらい、(私が授業外で添削をしてから)次週の授業内で個別

に解説する形式を取っています。 

【補足：遠隔方式として】 

・ 遅刻・早退の部分は遠隔の動画方式ですのでありません。 

・ 出席率＝課題の提出率となります。 

・ 期末試験について、昨年度はオンラインのレポート形式としました。 

【授業展開と内容-前期】 

1.１年次の復習・確認 

2.Ⅱ7 の和音(第１回の状況により前後する) 

3.Ⅱ7 の和音 

4.Ⅱ7 の和音 

5.Ⅱ7 の和音 

6.準固有和音 

7.準固有和音 

8.準固有和音 

9.ⅤⅤの諸和音 

10.ⅤⅤの諸和音 

11.ⅤⅤの諸和音 

12.ⅤⅤの諸和音 

13.学習内容のまとめ 

14.課題の解説・今後の課題 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.Ⅳ7、＋Ⅳ7、−Ⅱの和音 

3.Ⅳ7、＋Ⅳ7、−Ⅱの和音 

4.Ⅳ7、＋Ⅳ7、−Ⅱの和音 

5.Ｋ２・Ｋ３におけるＳ諸和音の総括 

6.Ｋ２・Ｋ３におけるＳ諸和音の総括 

7.近親転調 

8.近親転調 

9.近親転調 

10.近親転調 

11.ソプラノ課題 

12.ソプラノ課題 

13.学習内容のまとめ 

14.課題の解説・今後の課題 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 ３限後 調布教員室 

【テキスト】 

1.「和声－理論と実習Ⅱ」 池内友次郎 他著 1965 年 \3,500 4-276-10205-7  

【教材】 

必要に応じてプリント配布。 

昨年度は、和音の説明のプリントと、教科書の小問題の模範解答のプリントを作成し配布を行いました。(『和声－理論と実習

(別巻)』には長い課題の模範解答のみ載っている)  
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今年度はそれらの改訂版を作る予定です。クリアーファイル等プリントをまとめるものを用意すること。予習・復習やテストの事

前勉強として配布したプリントを活用すること。 

 

授業の参考とする書籍：   

・『和声－理論と実習(別巻)』 池内友次郎 他著(音楽の友社)U04-089、ISBN 4-276-10208-1   

(課題の実施例として使用する)   

・『総合和声―実技・分析・原理』 島岡譲 他著(音楽の友社)WS01-511、ISBN 4-276-10233-2   

(実際の楽曲において和声の具体的な使用方法の参考にする)   

・『新しい和声──理論と聴感覚の統合』林達也 著(アルテスパブリッシング)WS02-761、ISBN 978-4-86559-120-0   

(伝統的な数字付き低音の説明を取り入れる為) 

 

504 和声法Ⅱ7 

担当教員 石島 正博 講師 曜日時限 月 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 

 

【授業の概要】 

〈和声の理論と実習〉 属和音の復習から転調を含むソプラノ課題まで 

【到達目標】 

ドミナント（属７、属９）の用例、サブドミナント（Ⅱ7、ドッペル・ドミナント、準固有和音、Ⅵのサブドミナント用例）及び転調構造を

形成するカデンツ用例の理解と４声体への要約、実作品の簡易な和声分析 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大 2 

【授業の形式】 

演習【対面】またはオンライン 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○      

【授業展開と内容-前期】 

1.レヴェルチェックのための試験及び授業ガイダンス 

2.属和音（属 7、属 9）の復習② 

3.属和音（属 7、属 9）の復習③ 

4.属音、あるいは属和音の持つ力を確かめよう。 

Beethoven: Violin concerto 

5.《Ⅱ7》の役割と課題解法解説 

6.《Ⅱ7》の実習① 

7.《Ⅱ7》の実習② 

8.準固有和音の役割と課題解法解説 

9.準固有和音の実習① 

10.準固有和音の実習② 

11.準固有和音の実習③ 

12.《ドッペル・ドミナント》の役割と課題解法解説 

13.ドッペル•ドミナントの実習① 

14.ドッペル•ドミナントの実習② 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  
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毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

指定された書籍の通読、各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。  

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.ドッペル•ドミナントの実習③ 

2.サブドミナント和音の魅力を体感しよう 

Schubert: Impromptus  

Schumann : Am leuchtenden Sommermorgen  

3.転調の役割と課題解法解説 

4.転調課題の実習① 

5.転調課題の実習② 

6.転調課題の実習③ 

7.転調の魅力を体感しよう 

Schubert: Impromptus  

Brahms:Intermezzo 

8.ソプラノ課題の解法解説 

9.ソプラノ課題の実習① 

10.ソプラノ課題の実習② 

11.フランス近代和声概説 

12.H.Challan, J.Gallon. P.Fauchet の和声課題に挑戦して

みよう。 

13.Debussy と Ravel の和声法 

14.R.strauss と Sibelius の和声法 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

指定された書籍の通読、各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。  

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回授業準備の際に生じた疑問点を整理しておくこと。(目安３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

火曜日２限の後、調布教員室 

【テキスト】 

1.理論と実習−I、Ⅱ（音楽之友社） 池内友次郎他  

 

511,512 音楽理論(応用和声Ⅰ)1(前期),2(後期) 

担当教員 金子 仁美 教授 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

＜コンピュータによる応用和声の実習＞コンピュータによる音符の打ち込み未経験の学生を対象とした、楽譜作成ソフト

《Finale》による和声実習。まず Finale の基本的な操作を学び、音符の打ち込み実習をする。続いて、和声課題の実施、浄書

など、五線紙上で行うことをコンピュータにより実習する。受講生の進度により、弦楽四重奏、室内楽作品の浄書、編曲の実習

などを行うことで、楽譜作成におけるツールの役割を認識し、それぞれの音楽活動に役立てる基礎を身につける。 

【到達目標】 

コンピュータによるさまざまな編成の楽譜作成を実践する。また、偶成和音、非和声音など和声の応用を学ぶことで、各自の

専攻楽器のための編曲など、音楽活動に役立つ技術を身につけることを目標とする。 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

10 名まで 

Ｂコース和声法Ⅱ1～7 単位取得者・Ａコースの学生 

＊楽譜浄書ソフトの未経験者対象 

【授業の形式】 

【遠隔】コンピュータによる応用的和声実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.ガイダンス 

コンピュータ環境設定 

Finale の起動 

3.コンピュータ操作と Finale の起動 

バス課題の打ち込み実習 

課題の仕上げと発表会 

4.非和声音の説明とソプラノ課題の実施（1） 

5.非和声音の説明とソプラノ課題の実施（２） 

6.変奏曲の作成（１） 

7.変奏曲の作成（２） 

8.変奏曲の作成（３）〜中間発表会 

9.変奏曲の作成（４） 

10.変奏曲の作成（５） 

11.課題の仕上げと発表会 

12.受講学生の専攻楽器を含む楽曲のスコアとパート譜の

作成（１） 

13.受講学生の専攻楽器を含む楽曲のスコアとパート譜の

作成（２） 

14.課題の仕上げと発表、提出 

【事前・事後学習-前期】 

授業で出す課題等によって復習を行うこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.オリエンテーション 

2.ガイダンス 

コンピュータ環境設定 

Finale の起動 

3.コンピュータ操作と Finale の起動 

バス課題の打ち込み実習 

課題の仕上げと発表会 

4.非和声音の説明とソプラノ課題の実施（１） 

5.非和声音の説明とソプラノ課題の実施（２） 

6.変奏曲の作成（１） 

7.変奏曲の作成（２） 

8.変奏曲の作成（３）〜中間発表会 

9.変奏曲の作成（４） 

10.変奏曲の作成（５） 

11.課題の仕上げと発表会 

12.受講学生の専攻楽器を含む楽曲のスコアとパート譜の

作成（１） 

13.受講学生の専攻楽器を含む楽曲のスコアとパート譜の

作成（２） 

14.課題の仕上げと発表、提出 

【事前・事後学習-後期】 

授業で出す課題等によって復習を行うこと。 

【オフィスアワー】 

水曜 １７：３０以降  調布教員室   

※事前にメールで予約してください。kaneko@tohomusic.ac.jp 

【教材】 

授業で配布 

【その他】 

授業では、Mac版「finale 」（譜面浄書ソフト）を使用します。パソコンやアプリケーションを持っていない方は、C106にて実習し
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ていただきます。 

 

513,514 音楽理論(応用和声Ⅰ)3(前期),4(後期) 

担当教員 渡部 真理子 講師 曜日時限 月 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

和声課題に取り組みながら、様々な作品の一部を和声を中心に分析し、効果的な表現、バランス、フレーズの中の役割、方

向性などを模索。 

音楽の色となる和声の歴史的変遷をたどりながら、実際の作品より抽出される個々の作曲家に特有な和声素材と技法を明ら

かにし、それを踏まえた和声法の習得を目的としています。 

【到達目標】 

楽譜を縦に読む力を養い、分析をいかに実際の演奏に結びつけるか。 

作品を読み解き、楽譜に生命を吹き込む作業を自分自身の力で行えるようにする。 

単なる知識に留まらないように【生きた音楽】からそれぞれの特徴を感じ取り、自己の演奏表現に繋げる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

A コース（大 2 以上）、B コース（大 3 以上） 

基本的な音楽理論の知識。 

【授業の形式】 

【対面】講義と実習 ゼミナール 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.和声の歴史的背景（一部復習含みます） 

3.和声の基本／禁則って何だろう？（一部復習含みます） 

4.非和声音について①（一部復習含みます） 

5.非和声音について②（一部復習含みます） 

6.非和声音について③（一部復習含みます） 

7.バロック① 

8.バロック② 

9.バロック③ 

10.古典派① 

11.古典派② 

12.古典派③ 

13.試験 or 発表会 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安 30〜60 分程度）  

【授業展開と内容-後期】 

1.ロマン派① 

2.ロマン派② 

3.ロマン派③ 

4.ロマン派④ 

5.ロマン派⑤ 

6.ロマン派⑥ 
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7.ロマン派⑦ 

8.ロマン派⑧ 

9.近代① 

10.近代② 

11.近代③ 

12.近代④ 

13.試験 or 発表会 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安 30〜60 分程度）  

【オフィスアワー】 

授業の前後に時間を確保いたします。 

【教材】 

教員自作のプリントを配布。 

 

515,516 音楽理論(応用和声Ⅰ)5(前期),6(後期) 

担当教員 鷹羽 弘晃 講師 曜日時限 月 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

＜和音の種類からもう一度確かめる機能和声＞ 

すでに機能和声の基礎を終えた受講生に対し、「和音の種類」という切り口でもう一度機能和声を見てみようという実習。和声

課題に取り組み、実作品の使用例を紹介しながら、更なる応用につながる和声の基礎固めを行う。 

【到達目標】 

・更なる応用力をつけるための機能和声の基礎を固めること 

・実作品から和声を抽出する方法を知ること 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

A コース（大２以上）、B コース（大３以上） 

【授業の形式】 

和声課題実習と発表。ゼミナール。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンスと和声の実力調査 

2.①属七の和音 その１ 

3.②属七の和音 その２ 

4.③属七の和音 その３ とその周辺(同じ響きにして非なる

もの) 

5.④短七の和音、減五短七の和音（Ⅱ度７とその周辺）そ

の１ 

6.⑤短七の和音、減五短七の和音（Ⅱ度７とその周辺）そ

の２ 

7.⑥属九の和音とその周辺 

8.⑦増五・六の和音とその周辺 その１ 

9.⑧増五・六の和音とその周辺 その２ 

10.⑨増五・六の和音とその周辺 その３ 

11.⑩減七の和音とその周辺 
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12.⑪長三和音・短三和音 その１ 

13.⑫長三和音・短三和音 その２ 

14.学習内容のまとめ・今後の課題とその学習方法 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.ガイダンス：後期では前期に学習した内容をもとに、受講

生が実作品から和声を抽出し、その発表を行う。また、それ

をもとに意見交換を行う。 

2.実習：発表と意見交換 

3.実習：発表と意見交換 

4.実習：発表と意見交換 

5.実習：発表と意見交換 

6.実習：発表と意見交換 

7.実習：発表と意見交換 

8.実習：発表と意見交換 

9.実習：発表と意見交換 

10.実習：発表と意見交換 

11.実習：発表と意見交換 

12.実習：発表と意見交換 

13.実習：発表と意見交換 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

火曜日 仙川キャンパス 12:00-14:00 

【教材】 

プリントを配布 

 

517,518 音楽理論(応用和声Ⅰ)7(前期),8(後期) 

担当教員 鈴木 輝昭 教授 曜日時限 水 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

和声法の学習に基づく、さらに詳しい和声構造の実践と研究を行う。演習を通して、実際の楽曲における活用のされ方を俯瞰

し、バロックから古典、ロマン派諸作品の楽式、様式の理解を深める。 

【到達目標】 

借用和音から非和声音に至る課題の実践能力を体得する。また、和音法を活かして楽曲分析の内容を深めて行くことを目指

す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース和声法Ⅱ 1～7 の単位取得者。A コースの学部生。ほか対象年次内容に準ずる。 

【授業の形式】 

【対面】実習及び演習 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.【音楽理論(応用和声 Ⅰ )7  では、4 声体和声課題の

実施を中心に授業を進めて行く。カリキュラムとしては近親

転調の復習から開始する。通常授業が再開されるまでは、

学生は与えられた課題を実施し、その課題は次回の web

授業にて解説し、模範解答を提供する。復習するにあたり、

改めて理論上の内容を検証する場合は「和声 理論と実習 

Ⅱ 」の第 7 章以降を参照すること。第 1 回目は、その第Ⅱ

巻に収められている課題 44-8 g-moll のバス課題、及び課

題 50-1 C-fur のソプラノ課題を次回までの実施課題とする。 

本講座を受講する学生は、桐朋ドメインのメールアドレスに

て氏名と講座名「応用和声 7 」を明記し、課題を添付して

次のアドレスに登録すること。 

onrisuzuki62@gmail.com 

以上。鈴木輝昭 

 

ガイダンス 

2.近親転調ソプラノ課題の復習。 

3.近親転調ソプラノ課題の復習。 

4.近親転調ソプラノ課題の復習。 

5.調設定の原理。 

6.調設定の原理。 

7.調設定の原理。 

8.借用和音の総括。副Ⅴの和音。 

9.借用和音の総括。副Ⅴの和音。 

10.借用和音の総括。副Ⅴの和音。 

11.借用和音の総括。副Ⅴの和音。 

12.内部変換①。 

適宜に複合三部形式、ロンド形式、ソナタ形式ピアノ曲諸

作品の分析を課す。 

13.内部変換①。 

適宜に複合三部形式、ロンド形式、ソナタ形式ピアノ曲諸

作品の分析を課す。 

14.前期筆記試験。 バス、ソプラノ両課題。 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.内部変換②。構成音の修飾。 

2.内部変換②。構成音の修飾。 

3.内部変換②。構成音の修飾。 

4.非和声音① 

5.非和声音① 

6.非和声音① 

7.非和声音① 

8.非和声音②偶成和音。 

9.非和声音②偶成和音。 

10.非和声音②偶成和音。 

11.非和声音②偶成和音。 

12.反復進行。数学付和声。旋法。 

適宜に複合三部形式、ロンド形式、ソナタ形式二重奏曲諸

作品の分析を課す。 

13.反復進行。数学付和声。旋法。 

適宜に複合三部形式、ロンド形式、ソナタ形式二重奏曲諸

作品の分析を課す。 

14.後期年度末試験。ソプラノ、及びバス課題。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

水曜日 ５限後 調布教員室 

【教材】 

プリントの配布 
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519,520 音楽理論(応用和声Ⅰ)9(前期),10(後期) 

担当教員 池田 哲美 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

＜ロマン派    初期～後期における作品の和声構造、及び楽曲構成の変遷と分析＞ 

ベートーヴェン中期以降の和声の時代的流れを検討するとともに、調性の拡大・発展、そして崩壊の起源を具体的作品を見

ながら考究する。特にベートーヴェンの中期、及び後期、シューマン、ブラームス、そして後期ロマン派の作曲家の交響曲・器

楽曲を取り上げる。同時にそれぞれの楽曲の演奏解釈も考究する。  綿密な分析をするのに必要な和声の知識が必須とされ

る。 

今年度は、ベートーヴェンの後期のソナタ(第 32 番)から始め、そしてまだ実施していないピアノ協奏曲第 4 番の第 2 楽章、終

楽章を含めた曲全体を前期に実施し、後期はブラームスそしてマーラーやシェーンベルクにまで進めて行く予定。 なおマー

ラーは交響曲第 1 番『巨人』、第 9 番などを、20 世紀前半を代表する哲学者アドルノの著作を参考にし、分析を進める。 

【到達目標】 

これまでに学習してきた和声理論を、実際的な視点、具体的な楽曲を通じて検討、確認する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Ｂコース和声法Ⅱ1～7 単位取得者 

分析をするのに必要な和声(非和声、転調などの)の知識が必須。第 1 回目の授業で、和音度の知識に関するテストを行う。 

【授業の形式】 

【遠隔】 講義  毎回のレポート(コメント)提出 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○ ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

複数の週に渡っての楽曲分析になるため、出席率・課題の提出を重視する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ベートーヴェンの中期・後期の作品  ピアノ・ソナタ(その

1) 

ピアノ・ソナタ第 32 番 第 1 楽章 中期のソナタとの相違点

を確認しながらの分析 

2.ベートーヴェンの中期・後期の作品  ピアノ・ソナタ(その

2) 

ピアノ・ソナタ第 32 番 第 1 楽章 中期のソナタとの相違点

を確認しながらの分析 

3.ベートーヴェンの中期・後期の作品  ピアノ・ソナタ(その

3) 

ピアノ・ソナタ第 32 番 第 1 楽章 和声構造 

4.ベートーヴェンの中期・後期の作品  ピアノ・ソナタ(その

4) 

ピアノ・ソナタ第 32 番 終楽章  ヴァリエーションとソナタ

形式の関連 

5.ベートーヴェンの中期・後期の作品  ピアノ・ソナタ(その

5) 

ピアノ・ソナタ第 32 番 終楽章 ヴァリエーションとソナタ形

式の関連 

6.ベートーヴェンの中期・後期の作品  ピアノ・ソナタ(その

6) 

ピアノ・ソナタ第 32 番 終楽章 和声構造 

7.ベートーヴェン  ピアノ協奏曲第 4 番(その 1) 

第 1 楽章 冒頭モチーフ 提示部 
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8.ベートーヴェン  ピアノ協奏曲第 4 番(その 2) 

第 1 楽章 提示部  

9.ベートーヴェン  ピアノ協奏曲第 4 番(その 3) 

第 1 楽章 展開部 

10.ベートーヴェン  ピアノ協奏曲第 4 番(その 4) 

第 1 楽章 再現部 及び コーダ 

11.ベートーヴェン  ピアノ協奏曲第 4 番(その 1) 

第 2 楽章 

12.ベートーヴェン  ピアノ協奏曲第 4 番(その 2) 

第 2 楽章 

13.ベートーヴェン  ピアノ協奏曲第 4 番(その 1) 

終楽章 

14.ベートーヴェン  ピアノ協奏曲第 4 番(その 2) 

終楽章 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討し、音源を聴く。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業との関連を常に意識

しておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ブラームス 交響曲第 4 番 第 2 楽章 (その 1) 

全体構造 

2.ブラームス 交響曲第 4 番 第 2 楽章 (その 2) 

第一部 

3.ブラームス 交響曲第 4 番 第 2 楽章 (その 3) 

第 2 部 

4.ブラームス 交響曲第 4 番 終楽章 (その 1) 

第 3 部 

5.ブラームス 交響曲第 4 番 終楽章 (その 2) 

冒頭 及び 全体構造 

6.ブラームス 交響曲第 4 番 終楽章 (その 3) 

7.ブラームス 交響曲第 4 番 終楽章 (その 4) 

8.シューマン ピアノ作品(その 1) 

9.シューマン ピアノ作品(その 2) 

10.マーラーの交響曲(その 1) 第 1 番『巨人』  

11.マーラーの交響曲(その 2) 第 1 番『巨人』 

12.マーラーの交響曲 第 5 番 

13.マーラーの交響曲 第 9 番 

14.シェーンベルク 3 つのピアノ曲 Op. 11 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討し、音源を聴く。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業との関連を常に意識

しておくこと。 

【オフィスアワー】 

適宜、G メールで対応する。 

【テキスト】 

1.マーラー 音楽観想学 テオドール・W・アドルノ  

【教材】 

参照楽譜・資料を毎回、配布する。 

 

522 音楽理論(応用和声Ⅰ)12(後期) 

担当教員 法倉 雅紀 教授 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

ロマン派の大作曲家の作品の和声、および構造の分析を通じ、その和声の世界を紐解いていく。 

【到達目標】 

これまでに学んできた和声の知識を活かして、更に実際の作品を分析を通じて分析能力の向上を目指していく。 



 29 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース大学３年。前期履修が不可能だった３年生を対象とします。 

【授業の形式】 

【対面】場合によって遠隔（動画配信）になることがあります。演習と講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-後期】 

1.〜４回まで ショパンのノクターンの概説と分析 

5.〜１３回まで ショパンのスケルッオ、またはバラードの分

析 

14.全体のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安 30〜60 分程度）  

【オフィスアワー】 

水曜日  ５限後  調布教員室 

 

523,524 音楽理論(応用和声Ⅰ)13(後期),14(後期) 

担当教員 魚返 明未 講師  曜日時限 
水 3 時限 

水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

様々なスタイルのジャズについて知り、体験することによって、ジャズへの理解を深める。 

【到達目標】 

リード・シート(コード記号を伴うメロディ譜)の限られた情報を、具体的な和音やメロディに変換できるようになること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

基本的な楽典知識。音楽理論(応用和声Ⅰ)13(後期)と 14(後期)はセットで受講すること。 

【授業の形式】 

【対面】講義と実習。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション 

2.コードとスケールの基礎知識(1) 

3.コードとスケールの基礎知識(2) 

4.コードとスケールの基礎知識(3) 

5.ジャズの様々なスタイルについて(1) 

6.ジャズの様々なスタイルについて(2) 

7.ジャズの様々なスタイルについて(3) 

8.ジャズの様々なスタイルについて(4) 

9.演奏の分析と応用(1) 

10.演奏の分析と応用(2) 

11.演奏の分析と応用(3) 

12.演奏の分析と応用(4) 
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13.テスト 14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。 

【オフィスアワー】 

水曜日 ４限後 調布教員室 

【教材】 

教員自作のプリントを用いる。 

【その他】 

連絡用メールアドレス  ogaerijazz@gmail.com 

 

542 音楽理論(応用和声Ⅱ)2 

担当教員 林 達也 講師 曜日時限 月 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

数字付き低音による通奏低音法と書法による和声の理論、実習、実技、分析。 

和声課題の演奏行為(accompagnement au piano)と書式の訓練を通して、歴史的観点から和声の様式とその変遷を聴覚、身

体感覚と結びつけながら、総括的に学習していく。 

【到達目標】 

（前期）和声の学習を身体的感覚を通して演奏表現に結びつける。 

（後期）20 世紀初頭までの和声法と通奏低音法による演奏法の習得。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

今までの学習の復習(和声の基礎を履修済み) 

【授業の形式】 

【遠隔】 オンライン方法による和声の理論と実習、実践と課題の添削 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

勤勉な学習態度、課題提出の質と量及び学習力の向上を総合的に重視し判断。 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業ガイダンス 

2.これまでの音楽理論学習の再認識と復習。後日課題を

配布させていただきます。 

3.17 世紀の対位法様式から和声様式への作曲法の歴史

的概念の変遷及び 17 世紀の通奏低音法の概論 

4.通奏低音法の実践 (三和音) 

5.数字付低音の書法 (三和音) 

6.視奏法と書法学習の概説と留意点 及びその実践 

7.中世～ルネサンス期の和声と作品分析及びバロック期の

通奏低音法(概説) 

8.三和音とⅦの和音の理論と実習 

9.三和音のみのバスとソプラノによる書法課題の実践(理
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論) 

10.三和音による様々な転調法と通奏低音法(鍵盤上での

実践) 

11.「フォリア」の概説とその即興法について(和声的器楽的

返送の技法) 

12.属七の和音とその連結法(理論) 

13.属七の和音の多様な半音階的連結 (フォーレの和声

様式) 

14.属 9 の和音とその転回(理論) 

【事前・事後学習-前期】 

事前学習：次週に課題として出された宿題を完成すること。 

事後学習：その週で学んだ内容と課題を再度見直し復習すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習及び増 6 和音の学習 

2.遠隔調への転調法と半音階的和声法の実習 

3.属 9 和音の第 5 音変位課題と転回形及び主音上の属和

音。 

4.様々な和音外音の習得と和音外音による和声実習と鍵

盤上での実践 

5.通奏低音法によるコラールの和声付(鍵盤上での実践) 

6.コラール書法(バス課題の実習) 

7.コラール書法(ソプラノ課題の実習) 

8.１８世紀後半の和声(概論) 

9.ハイドン及びモーツァルトの様式による和声法(作品分析) 

10.ウィーン古典派様式によるソプラノ課題の実習 

11.１９世紀の和声法(概論) とソプラノ課題の実施。 

12.シューマン、ショパン様式による前期ロマン派による和

声課題の実習 

13.２０世紀初頭の近代和声の実習(フォーレ、スクリャービ

ン) 

14.ドビュッシー、ラヴェルなどのフランス近代の和声 

【事前・事後学習-後期】 

事前学習：次週に課題として出された宿題を完成すること。 

事後学習：その週で学んだ内容と課題を再度見直し復習すること。 

【オフィスアワー】 

月曜日８時３０分から授業の教室において 

【テキスト】 

1.新しい和声 林達也 2015 年 \3,800 978-4-86559  

備考：アルテスパブリッシング社 

【教材】 

「新しい和声」 林 達也 著 アルテスパブリッシング社 WS02-761 

 

543 音楽理論(応用和声Ⅱ)3 

担当教員 加藤 真一郎 講師 曜日時限 水 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

高校３年間で学んだ和声の継続として、『和声 理論と実習 III』の課題を順次進めていきます。音符を書くことだけでなく、読

むこと、聴くこと、弾くことも取り入れます。 

【到達目標】 

『和声 理論と実習 III』の課題を実施し、第１０章までの内容を理解すること、また、受講生の実技に生かせる和声を体得する

ことを目標とします。 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

A コース１年生対象 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.復習とオリエンテーション 

2.第１章「調設定の原理」（１） 

3.第１章「調設定の原理」（２） 

4.第１章「調設定の原理」（３） 

5.第２章「借用和音の総括」（１） 

6.第２章「借用和音の総括」（２） 

7.第２章「借用和音の総括」（３） 

8.第２章「借用和音の総括」（４） 

9.第３章「内部変換」（１） 

10.第３章「内部変換」（２） 

11.第３章「内部変換」（３） 

12.第３章「内部変換」（４） 

13.クラス内試験 

14.前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.第４章「構成音の転位（１）」（１） 

3.第４章「構成音の転位（１）」（２） 

4.第４章「構成音の転位（１）」（３） 

5.第５章「構成音の転位（２）」（１） 

6.第５章「構成音の転位（２）」（２） 

7.第６章「和音の補遺」 

8.第７章「反復進行」（１） 

9.第７章「反復進行」（２） 

10.第７章「反復進行」（３） 

11.第８章「偶成和音」（１） 

12.第８章「偶成和音」（２） 

13.第９章「保続音」及び第１０章「主題的構成をもつバス課

題」の概説 

14.クラス内試験 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 11:50-12:40 調布教員室 

【テキスト】 

1.『和声〜理論と実習』第三巻 池内友次郎ほか WS02−311  

 

553,554 音楽理論(分析)03(前期),04(後期) 

担当教員 土田 英介 教授 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

＜前期＞声楽作品を中心に近代フランス、近代アメリカの作品及び日本歌曲の分析と演奏を公開レッスン形式で授業する。 

＜後期＞古典派、ロマン派を中心に、弦楽器とピアノの為に書かれた二重奏楽曲を研究する。作曲家の意図したことをいか

に演奏につなげるかが目標であり、１回ごとに修士課程の学生に演奏してもらい、公開レッスン形式で授業する。 

【到達目標】 

室内楽や歌曲を通して音楽作りを経験し、より総合的な演奏能力を蓄える。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

２０２０年度はコロナ禍で履修制限が必要となりました。今年度はどうなるか分かりませんが、昨年度履修出来なかった学部 3

年生以上を対象に同じ様なプログラムで授業したく思っています。内部奏法を使えるピアノの関係で前期と後期が入れ替わり

ましたが、皆さんの積極的な参加を期待しています。大学院の学生には、演奏して頂きたく思っています。 

【授業の形式】 

【対面】演習と【遠隔】講義の併用、初回は【遠隔】となります。 

前期、遠隔の学生、又当日遠隔授業となった場合は、授業の 2 日後までに下記のコードから出欠の連絡を学年、専攻、名票

番号、氏名とともに伝えて下さい。 

ds3et6l（Google classroom） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.近代フランスの和声について Ⅰ 

2.近代フランスの和声について Ⅱ 

3.近代フランスの和声について Ⅲ 

4.ドビュッシー「忘れられし小唄」について (分析と演奏。Ⅰ 

5.ドビュッシー「忘れられし小唄」について (分析と演奏。Ⅱ 

6.ドビュッシー「忘れられし小唄」について (分析と演奏。Ⅲ 

7.ラヴェル「博物誌」について (分析と演奏) Ⅰ 

8.ラヴェル「博物誌」について (分析と演奏) Ⅱ 

9.ラヴェル「博物誌」について (分析と演奏) Ⅲ 

10.日本歌曲について Ⅰ 

11.サミュエル・バーバー「隠者の歌」の分析と演奏  Ⅰ 

12.サミュエル・バーバー「隠者の歌」の分析と演奏  Ⅱ 

13.サミュエル・バーバー「隠者の歌」の分析と演奏  Ⅲ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

楽譜を持って来ること。 

後期、遠隔の学生、又当日遠隔授業となった場合は、授業の 2 日後までに下記のコードから出欠の連絡を学年、

専攻、名票番号、氏名とともに伝えて下さい。 
hc16xxg（Google classroom） 

【授業展開と内容-後期】 

1.ソナタ形式について。近代フランスの和声についてⅠ 

2.ベートーヴェン、ヴァイオリン・ソナタ第 1 番 op.12-1 の分

析と演奏Ⅰ 

3.ベートーヴェン、ヴァイオリン・ソナタ第 1 番 op.12-1 の分

析と演奏Ⅱ 

4.ベートーヴェン、ヴァイオリン・ソナタ第 1 番 op.12-1 の分

析と演奏Ⅲ 

5.ベートーヴェン、ヴァイオリン・ソナタ第５番 op.24 の分析

と演奏Ⅰ 

6.ベートーヴェン、ヴァイオリン・ソナタ第５番 op.24 の分析

と演奏Ⅱ 

7.ベートーヴェン、ヴァイオリン・ソナタ第５番 op.24 の分析

と演奏Ⅲ 

8.ブラームス、チェロ・ソナタ第１番 op38 の分析と演奏 Ⅰ 

9.ブラームス、チェロ・ソナタ第１番 op38 の分析と演奏 Ⅱ 

10.ブラームス、チェロ・ソナタ第１番 op38 の分析と演奏 Ⅲ 

11.武満 徹、オリオン(チェロとピアノのための）Ⅰ 

12.武満 徹、オリオン Ⅱ 

13.武満 徹、オリオン Ⅲ 

14.今期のまとめ 
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【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  楽譜を持って来ること。 

【オフィスアワー】 

月曜Ⅴ限以降 

後期、遠隔の学生、又当日遠隔授業となった場合は、授業の 2 日後までに下記のコードから出欠の連絡を学年、専攻、名票

番号、氏名とともに伝えて下さい。 

hc16xxg（Google classroom） 

【教材】 

取り扱う曲目の楽譜、プリントを配布することもあり。 

 

557,558 音楽理論(分析)07(前期),08(後期) 

担当教員 小島 有利子 講師 曜日時限 金 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜ベートーベン後期作品分析＞   

ベートーベン後期作品を中心に、シェンカー的分析をはじめとする各種分析方法や音楽理論の導入を行いながら授業を進め

る。とりあげる作品は弦楽四重奏曲第 12 番作品 127、作品 133「大フーガ」、ピアノ・ソナタ第 30 番作品 109、第 31 番作品

110、ディアベリ変奏曲作品 120、6 つのバガテル Op.126 を予定している。和声的、形式的な分析にとどまらず、楽譜に書か

れた音楽そのものを読み取り、独自の解釈として考えをまとめていくための総合的な分析方法や取り組み方を学ぶ。演奏・創

作・研究など、各専門性の基本となっている読譜力を強化し、音程やリズムや楽語などの楽譜に記載されている事柄だけでは

読み取れない、作曲者の意図や、音楽そのものが持つ動きの方向性や、フレーズやハーモニーの関係性など、本当の作品

の姿を読み取る力を養う。時代背景や同時期に書かれた他の作品にも目を向けながらディスカッションを進める。 

【到達目標】 

音楽に対する客観的な視点を持ち、音楽を深く理解する能力を身につけることを第一目標とする。そのために、音を聴いたり

楽譜を読んだりして単に感じたことをそのままにしておくだけでなく、調べ学習シート、全体像把握シート、リスニングシートなど

を活用しながら、言葉に置き換えて概念化する能力を養っていく。また、シェンカー分析、和声構造分析、リズム構造分析、時

間構造分析、生成音楽理論などの要素を取り入れながら考え方を学んでいく。常に音楽について「考える」ことを習慣にし、分

析を解釈として位置付けて独自の考えをまとめる能力を開発し、研究の仕方や発表の仕方を身につける。学習の成果を分析

レポートとしてまとめるために、きちんとしたレポートの書き方も習得する。特に今年度は、シェンカー分析の実習を授業内で行

うため、積極的な授業参加を期待する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

A コース１～４年、B コース和声法Ⅱの単位取得者 

【授業の形式】 

社会情勢に合わせて、対面または Meet によるオンライン双方向授業として演習形式で行う。授業のサポートとして Google 

Classroomを活用し、授業に関する質問のやりとりや、ファイルデータの受け渡し、課題・期末分析レポートの提出も、ほぼ全て

このシステムを通じて行うため、Classroom への参加を必須とする。また、レポートはワープロソフトで書き、データによる提出と

する。現時点でコンピュータの扱いに慣れていなくても良いが、早い段階で習得することが望ましい。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席率＝10%、提出物・取組み・発言等＝40％、期末レポート＝50％ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業ガイダンス：授業の進め方についての説明と、分析

のために必要な基礎知識として音楽形式や様式の確認を

行った後、調べ学習の方法と分析シートの使い方を習得す

る。 

2.ピアノ・ソナタ第 30 番 作品 109 第 1 楽章：分析シートに

記入し、音楽的特徴をつかみ、形式、テーマなど具体的な

分析を行う。 

3.ピアノ・ソナタ第 30 番 作品 109 第 2 楽章：分析シートに

記入し、音楽的特徴をつかみ、形式、テーマなど具体的な

分析を行う。 

4.ピアノ・ソナタ第 30 番 作品 109 第 3 楽章：分析シートに

記入し、音楽的特徴をつかみ、形式、テーマなど具体的な

分析を行う。全楽章の振り返りをしてまとめる。 

5.シェンカー的分析の実習①：基礎概念と分析方法を学び、

ピアノ・ソナタ第 30 番 作品 109 第 3 楽章の主題の分析実

習を行う。 

6.弦楽四重奏曲第 12 番 作品 127：分析シートに記入し、

音楽的特徴をつかみ、全体の構造を研究する。 

7.弦楽四重奏曲第 12 番 作品 127 第 1 楽章：音楽的特徴

をつかみ、詳細分析を行う。 

8.弦楽四重奏曲第 12 番 作品 127 第 2 楽章：音楽的特徴

をつかみ、詳細分析を行う。  

9.弦楽四重奏曲第 12 番 作品 127 第 3 楽章：音楽的特徴

をつかみ、詳細分析を行う。 

10.弦楽四重奏曲第 12 番 作品 127 第 4 楽章：音楽的特

徴をつかみ、詳細分析を行う。全楽章をまとめ、文章化す

る。 

11.シェンカー的分析の実習②：弦楽四重奏曲第 12 番 作

品 127 第 1 楽章の分析実習を行う。 

12.ピアノのための 6 つのバガテル 作品 126 第 1 曲, 第 2

曲：分析シートに記入し、各楽章の音楽的特徴をつかみ、

詳細分析を行う。 

13.ピアノのための 6 つのバガテル 作品 126 第 3 曲, 第 4

曲：分析シートに記入し、各楽章の音楽的特徴をつかみ、

詳細分析を行う。 

14.ピアノのための 6 つのバガテル 作品 126 第 5 曲, 第 6

曲：分析シートに記入し、各楽章の音楽的特徴をつかみ、

詳細分析を行う。 

【事前・事後学習-前期】 

楽曲分析を深めたいという意思があれば専攻に関係なく受講を歓迎するが、基本的な和声学や形式学の知識については授

業では十分に指導する時間が取れないため、各自が復習をしておくこと。授業では分析したことを口頭で述べる機会があるの

で、毎回必ず予習をしてくること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.授業ガイダンス：授業の進め方についての説明と、分析

のために必要な基礎知識として音楽形式や様式の確認を

行う。調べ学習の方法と分析シートの使い方を習得する。 

2.ピアノ・ソナタ第 31 番 作品 110 第 1 楽章：分析シートに

記入し、音楽的特徴をつかみ、形式、テーマなど具体的な

分析を行う。 

3.ピアノ・ソナタ第 31 番 作品 110 第 2 楽章：分析シートに

記入し、音楽的特徴をつかみ、形式、テーマなど具体的な

分析を行う。 

4.ピアノ・ソナタ第 31 番 作品 110 第 3 楽章：分析シートに

記入し、音楽的特徴をつかみ、形式、テーマなど具体的な

分析を行う。全楽章の振り返りをしてまとめる。 

5.シェンカー的分析の実習①：基礎概念と分析方法を学び、

ピアノ・ソナタ第 31 番第 1 楽章の分析実習を行う。 

6.弦楽四重奏曲 作品 133「大フーガ」：分析シートに記入

し、音楽的特徴をつかみ、全体構造と形式感をつかむ。主

題を分析する。 

7.弦楽四重奏曲 作品 133「大フーガ」1~232 小節：テーマ

と各セクションの内容を詳細に分析する。 

8.弦楽四重奏曲 作品 133「大フーガ」233~532 小節：テー

マと各セクションの内容を詳細に分析する。 

9.弦楽四重奏曲 作品 133「大フーガ」533~741 小節：テー

マと各セクションの内容を詳細に分析する。 

10.弦楽四重奏曲 作品 133「大フーガ」：全体を振り返り、
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分析結果をまとめて文章化する。 

11.ディアベリ変奏曲 作品 120：分析シートに記入し、音楽

的特徴をつかみ、全体構造と形式感をつかむ。テーマを分

析する。 

12.ディアベリ変奏曲 作品 120 第 1変奏曲~第 10変奏曲：

それぞれの変奏曲の内容を詳細に分析する。 

13.ディアベリ変奏曲 作品 120 第 11 変奏曲~第 20 変奏

曲：それぞれの変奏曲の内容を詳細に分析する。 

14.ディアベリ変奏曲 作品 120 第 21 変奏曲~第 33 変奏

曲：それぞれの変奏曲の内容を詳細に分析する。 

【事前・事後学習-後期】 

楽曲分析を深めたいという意思があれば専攻に関係なく受講を歓迎するが、基本的な和声学や形式学の知識については授

業では十分に指導する時間が取れないため、各自が復習をしておくこと。授業では分析したことを口頭で述べる機会があるの

で、毎回必ず予習をしてくること。 

【オフィスアワー】 

kojima.yuriko@g.tohomusic.ac.jp までメールにて問い合わせること。メールのタイトル欄に、授業名と氏名を記入すること。 

【テキスト】 

1.ベートーヴェン弦楽四重奏曲集第 4 巻 全音楽譜出版社 1997 年 \1,870 ISBN978-4-11-897028-8  

2.ベートーヴェン弦楽四重奏曲集第 5 巻 全音楽譜出版社 1997 年 \1,980 ISBN978-4-11-890565-5  

3.ベートーヴェン弦楽四重奏曲集第 6 巻 全音楽譜出版社 1997 年 \990 ISBN978-4-11-890566-2  

4.変奏曲全集第 2 巻 ヘンレ社原典版 \4,160 0111058700  

備考：アカデミア・ミュージック 

5.バガテル全集 ヘンレ社原典版 \3,140 0111058500   

備考：アカデミア・ミュージック 

6.ピアノ・ソナタ全集第 2 巻 ヘンレ社原典版 2009 年 \5,940 ISBN-10 : 4636030672  

【教材】 

分析に使用する楽譜が手に入らない場合は、授業開始前日までにメールにて連絡すること。違う出版社のものでも良いが、ペ

ージ番号が書かれていない場合は、授業開始前に番号を記入しておくこと。 

＜参考書＞   

「Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach」Allen Cadwallader/David Gagné/Frank Samarotto 共著、Oxford 

University Press、アメリカ・ニューヨーク、2019 年（第 4 版） 

「Musical Form and Musical Performance」Edward T. Cone 著、W.W.Norton & Company, Inc.出版、アメリカ・ニューヨーク、

1968 年  R03-856   

「A Guide to Musical Analysis」Nicholas Cook 著、W.W.Norton & Company, Inc.出版、アメリカ・ニューヨーク、1992/1994 年  

S08-469   

「Beethoven and the Creative Process」Barry Cooper 著、Oxford   University Press 出版、アメリカ・ニューヨーク、1995 年  

S07-743   

「The Rhythmic Structure of Music」Grosvenor Cooper/Leonard B. Meyer 共著、The University of Chicago Press 出版、アメリ

カ・シカゴ、1963 年  S10-797  邦訳  WR03-674   

「Introduction to Schenkerian Analysis」Allen Forte/Steven E. Gilbert 共著、W.W.Norton & Company, Inc.、アメリカ・ニューヨ

ーク、1982 年  S05-391   

「The Beethoven Quartets」 Joseph Kerman 著、W. W. Norton & Company, Inc.出版、アメリカ・ニューヨーク、1979/1990 年  

S06-433   

「The Interpretation of Music」Michael Krausz 著、Oxford University Press 出版、アメリカ・ニューヨーク、1995 年  S08-473   

「The Time of Music」Jonathan D. Kramer 著、Schirmer Books 出版、アメリカ・ニューヨーク、1988 年  S07-211   

「A Generative Theory of Tonal Music」Fred Lerdahl / Ray Jackendoff 共著、MIT Press 出版、アメリカ・ケンブリッジ、1983/96

年  S10-055   
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「Tonal Pitch Space」Fred Lerdahl 著、Oxford University Press 出版、アメリカ・ニューヨーク、2001/2005 年  S10-510   

「Beethoven's Quartets」Joseph De Marliave 著、Dover Publications, Inc.出版、アメリカ・ニューヨーク、1967/2004 年  R00-

683   

「The Classical Style」Charles Rosen 著、W. W. Norton & Company, Inc.出版、アメリカ・ニューヨーク、1970/1997 年  S09-

008   

「Sonata Forms」Charles Rosen 著、W. W. Norton & Company, Inc.出版、アメリカ・ニューヨーク、1980/88 年  S07-050  邦訳  

WS01-465   

「The Aesthetics of Music」Roger Scruton 著、Oxford University Press 出版、アメリカ・ニューヨーク、1997/1999 年  S10-798   

「Musical Perceptions」Rita Aiello/John A. Sloboda 共著、Oxford University Press 出版、アメリカ・ニューヨーク、1996 年  S10-

814 

その他、必要に応じて授業内で紹介する。 

【その他】 

社会情勢に応じて授業方法の変更が必要となった場合や、課題についての連絡を全て Google Classroom を用いて行う。第 1

週目のうちに必ず大学のメールアドレスを使えるようにして、Classroom への招待メールを受け取れるようにすること。また、大

学メールをスマートフォン等で使えるように設定し、毎日メール確認するように心がけてほしい。 

 

559 音楽理論(分析)09(前期) 

担当教員 加藤 真一郎 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜シューベルトの室内楽曲＞ 

31 年という生涯に 1000 曲を越える作品を残したシューベルト。室内楽作品の楽譜を読み、演奏することを通して、丸メガネの

彼と 200 年の時をこえて出会いたい。彼の音楽は今の私たちに何を伝えるだろうか？ 

【到達目標】 

①シューベルトの人と音楽への理解を深める 

②楽譜の行間を読む力を身につける（形式把握、構造理解、和声感の獲得） 

③室内楽の実践を通して、他者と一つの音楽をつくることができる 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Ａコース１～４年、Ｂコース和声法Ⅱの単位取得者 

【授業の形式】 

【対面】講義。 受講生全員参加による実演、演奏担当者と講師の対話。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業オリエンテーション（初回に演奏担当者を決めるので、

予め希望曲を考えておくこと） 

2.弦楽四重奏曲第 14 番ニ短調 D810 ① 

3.弦楽四重奏曲第 14 番ニ短調 D810 ② 
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4.弦楽四重奏曲第 14 番ニ短調 D810 ③ 

5.弦楽四重奏曲第 14 番ニ短調 D810 ④ 

6.弦楽四重奏曲第 14 番ニ短調 D810 ⑤ 

7.シューベルトの連弾作品（D813 ほか） ① 

8.シューベルトの連弾作品（D813 ほか） ② 

9.シューベルトの室内楽曲（二重奏曲D802,D821,D934、ピ

アノ三重奏曲第２番 D929、弦楽五重奏曲 D956 より、学生

の希望により選曲する） ① 

10.シューベルトの室内楽曲（二重奏曲 D802,D821,D934、

ピアノ三重奏曲第２番 D929、弦楽五重奏曲 D956 より、学

生の希望により選曲する） ② 

11.シューベルトの室内楽曲（二重奏曲 D802,D821,D934、

ピアノ三重奏曲第２番 D929、弦楽五重奏曲 D956 より、学

生の希望により選曲する） ③ 

12.シューベルトの室内楽曲（二重奏曲 D802,D821,D934、

ピアノ三重奏曲第２番 D929、弦楽五重奏曲 D956 より、学

生の希望により選曲する） ④ 

13.シューベルトの室内楽曲（二重奏曲 D802,D821,D934、

ピアノ三重奏曲第２番 D929、弦楽五重奏曲 D956 より、学

生の希望により選曲する） ⑤ 

14.まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討すること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業との関連を常に意識してお

くこと。（目安３０－６０分程度） 

【オフィスアワー】 

水曜日 11:50-12:40 調布教員室 

【教材】 

プリントを随時配布（楽譜は各自入手のこと） 

＜参考書＞ 

前田昭雄：フランツ・シューベルト（春秋社）WR04-477 

村田千尋：シューベルト（音楽之友社、作曲家◎人と作品シリーズ）W18-584 

シューマン・吉田秀和訳：音楽と音楽家（岩波文庫） W18-825 

前田昭雄：シューマニアーナ（春秋社） U03-542 

 

562 音楽理論(分析)13(後期) 

担当教員 金子 仁美 教授 曜日時限 水 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 現代曲に関心のある学生対象。 

 歴史的背景のもとに、近現代西洋音楽の諸様式、音楽理論の成立と発展を、その時代の代表的な作品を参照しながら考え

る。 

 ドビュッシー、シェーンベルク、ウェーベルン、メシアン、ブーレーズ、リゲティ、ベリオ、グリゼイ等を経て、最も若い世代の作

曲家までの作品の読譜や分析を通して、現代の作品に慣れ親しみ、理解力を高める。また、各種楽器法を取り上げ、試奏、

ディスカッションを行い、受講生が受け身の立場から能動的な立場、すなわち作品や作曲家に意見を投げかけられるようにな

ることを目標とする。なお、取り上げる作品は受講生の希望を取り入れ、調整する。 

【到達目標】 

戦後から21世紀にかけての音楽の流れを理解し、演奏家として同時代の作曲家の作品に主体的に取り組めるようになること。 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

A コース（1 年～4 年）、B コース和声法Ⅱの単位を取得した者  

＊未履修者を優先する 

【授業の形式】 

【遠隔】講義、ディスカッション、演奏 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-後期】 

1.オリエンテーション 調性音楽と調の崩壊（１） 

2.調性音楽と調の崩壊（２）〜１２音技法（１） 

3.12 音技法（２） 

4.Messiaen 我が音楽語法 

5.総音列技法（１） 

6.総音列技法（２） 

7.総音列技法（３） 

8.Varèse - 時代を先取る表現 

9.Ligeti - 柔軟な遊び心と表現の徹底 

10.Scelsi 一音の持続と構築 

11.スペクトル音楽 - 音の成分とは 

12.ポストスペクトル音楽 - 模索の新時代 

13.ミクスト音楽 - 楽器とコンピュータ 

14.演奏会 

【事前・事後学習-後期】 

授業で出す課題等によって復習を行うこと。 

【オフィスアワー】 

水曜 １５：００ ～１６：００ 教員室   

※事前にメールで予約してください。kaneko@tohomusic.ac.jp 

【教材】 

授業毎に資料を配布する 

 

563,564 音楽理論(分析)13(前期),14(後期) 

担当教員 池田 哲美 講師 曜日時限 月 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

<近代フランス音楽～ドビュッシー、ラヴェルを中心に>  

ロマン派の音楽とフランス印象派の音楽との間には、様々な重要な質的な転換を認めることができる。パラダイム(時代の持つ

思潮や、芸術を生み出すこととなる母体ともいうべき、ある枠組み)の変換や断絶を、ドビュッシー楽曲を中心に、いかに音楽的

レヴェルで行われたかを、具体的に作品の構造を通して検証・分析する。 主にドビュッシーのピアノ曲、歌曲、管弦楽曲 

(『喜びの島』、映像Ⅱ～Ⅲ、前奏曲集、及び歌曲など)を取り上げたい。また、分析楽曲の演奏解釈も考究する。各種の旋法

(教会旋法・MTL など)の知識は最低限の必須条件となる。 

【到達目標】 

バロック～ロマン派の作品を分析するのと同じように、印象派の作品も身近に感じ、読み解くことが可能となるような理解力を身

に付ける。 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

Ａコース 1～4 年、Ｂコース和声法Ⅱの単位取得者 

各種の旋法(教会旋法など)の知識 

【授業の形式】 

出席率・レポート提出を重視する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入 旋法の確認 

2.ドビュッシー『喜びの島』その 1 

3.ドビュッシー『喜びの島』その 2 

4.ドビュッシー『喜びの島』その 3 

5.ドビュッシー前奏曲集第 2 集 その 1 第 3 曲 

6.ドビュッシー前奏曲集第 2 集 その 2 第 3 曲 

7.ドビュッシー前奏曲集第 1 集 その 1 第 4 曲 

8.ドビュッシー前奏曲集第 1 集 その 2 第 4 曲 

9.ドビュッシー前奏曲集第 2 集 その 1 第 4 曲 

10.ドビュッシー前奏曲集第 2 集 その 2 第 4 曲 

11.ドビュッシー前奏曲集第 1 集 その 1 第 5 曲 

12.ドビュッシー前奏曲集第 1 集 その 2 第 5 曲 

13.ドビュッシー前奏曲集第 2 集 その 1 第 5 曲 

14.ドビュッシー前奏曲集第 2 集 その 2 第 5 曲 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ドビュッシー映像Ⅱ～『金色の魚』その 1 

2.ドビュッシー映像Ⅱ～『金色の魚』その 2 

3.ドビュッシー映像Ⅱ～『金色の魚』その 3 

4.ドビュッシー映像Ⅲ～『イベリア』その 1 

5.ドビュッシー映像Ⅲ～『イベリア』その 2 

6.ドビュッシー映像Ⅲ～『イベリア』その 3 

7.ドビュッシー映像Ⅲ～『イベリア』その 4 

8.ドビュッシー映像Ⅲ～『イベリア』その 5 

9.ドビュッシーの歌曲 その 1 

10.ドビュッシーの歌曲 その 2 

11.ドビュッシーの歌曲 その 3 

12.ドビュッシー前奏曲集第 1 集 その 1 第 6 曲 

13.ドビュッシー前奏曲集第 1 集 その 2 第 6 曲 

14.ラヴェルのピアノ曲  

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。 

【オフィスアワー】 

G メールで適宜対応する。 

【教材】 

三善晃  ラヴェル・ノート  1～5    メシアン  わが音楽語法    適宜プリント配布 

 

565,566 音楽理論(分析)15(前期),16(後期) 

担当教員 鈴木 輝昭 教授 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

＜前期＞合唱作品の研究／分析を実践する。単旋聖歌からルネサンスに至るポリフォニー作品(ミサ、モテト、マドリガル)の流

れを研究しながら、近現代の合唱作品を俯瞰する。合唱形態の様々な在り方を解説しながら、具体的な方法論、和声、対位

法との関係性を明らかにしてゆく。受講生には、作品分析のプレゼンテーション、レポートが課せられる。 

＜後期＞前期の授業に引き続き、後期では、同時代邦人の作品を中心に分析、研究を行う。20 世紀以降の語法、書法、表

現、合唱形態の様々な在り方を解説し、具体的な方法論、和声、対位法との関係性を明らかにしてゆく。また、母国語と合唱、

広くは音楽そのものとの関係を追求する。受講生には、作品分析のプレゼンテーションとレポートが課せられる。 

【到達目標】 

伝統的な合唱音楽の成立を知り、また分析を通して、幅広い音楽の教養を身につけ、演奏や創作に活かせる和声感覚を充

実したものとする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

A コース 1～4 年、B コース和声法Ⅱの単位を取得した者、研究生、CD 生、大学院生を対象とする。 

【授業の形式】 

【対面】講義、演習。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.【作品分析特講 B(a)】は、西欧社会における音楽の起源

を、合唱音楽という視点から俯瞰して行く講座である。受講

する学生は、ファイルの資料を参照し、次のアドレスに登録、

及び研究レポートを添付すること。登録は、桐朋ドメインの

メールアドレスにて氏名と講座名「音理分析」を必ず明記し

て下さい。 

onrisuzuki62@gmail.com 

2.単旋聖歌〜ルネサンスポリフォニー作品(ミサ、モテトを中

心とする宗教曲）の分析と解説。教会旋法の和声の演習。

学生によるプレゼンテーションと、その検証。 

3.単旋聖歌〜ルネサンスポリフォニー作品(ミサ、モテトを中

心とする宗教曲）の分析と解説。教会旋法の和声の演習。

学生によるプレゼンテーションと、その検証。 

4.単旋聖歌〜ルネサンスポリフォニー作品(ミサ、モテトを中

心とする宗教曲）の分析と解説。教会旋法の和声の演習。

学生によるプレゼンテーションと、その検証。 

5.単旋聖歌〜ルネサンスポリフォニー作品(ミサ、モテトを中

心とする宗教曲）の分析と解説。教会旋法の和声の演習。

学生によるプレゼンテーションと、その検証。 

6.単旋聖歌〜ルネサンスポリフォニー作品(ミサ、モテトを中

心とする宗教曲）の分析と解説。教会旋法の和声の演習。

学生によるプレゼンテーションと、その検証。 

7.単旋聖歌〜ルネサンスポリフォニー作品(ミサ、モテトを中

心とする宗教曲）の分析と解説。教会旋法の和声の演習。

学生によるプレゼンテーションと、その検証。 

8.単旋聖歌〜ルネサンスポリフォニー作品(ミサ、モテトを中

心とする宗教曲）の分析と解説。教会旋法の和声の演習。

学生によるプレゼンテーションと、その検証。 

9.諸外国の近現代作品の分析、研究。新たな語法と音素

材の試みを展望する。学生によるプレゼンテーションと、そ

の検証。 

10.諸外国の近現代作品の分析、研究。新たな語法と音素

材の試みを展望する。学生によるプレゼンテーションと、そ

の検証。 

11.諸外国の近現代作品の分析、研究。新たな語法と音素

材の試みを展望する。学生によるプレゼンテーションと、そ

の検証。 

12.諸外国の近現代作品の分析、研究。新たな語法と音素

材の試みを展望する。学生によるプレゼンテーションと、そ

の検証。 

13.諸外国の近現代作品の分析、研究。新たな語法と音素

材の試みを展望する。学生によるプレゼンテーションと、そ

の検証。 

14.授業内における論述筆記試験。 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を
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指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.ガイダンス 

2.母国語による声楽法、発声と発音の諸問題の解説。日本

歌曲を対象とする分析、研究。学生によるプレゼンテーショ

ンと、その検証。 

3.母国語による声楽法、発声と発音の諸問題の解説。日本

歌曲を対象とする分析、研究。学生によるプレゼンテーショ

ンと、その検証。 

4.母国語による声楽法、発声と発音の諸問題の解説。日本

歌曲を対象とする分析、研究。学生によるプレゼンテーショ

ンと、その検証。 

5.母国語による声楽法、発声と発音の諸問題の解説。日本

歌曲を対象とする分析、研究。学生によるプレゼンテーショ

ンと、その検証。 

6.三善晃、武満徹、柴田南雄、間宮芳生、八村義夫、鈴木

輝昭、他の諸作品の分析、研究。学生によるプレゼンテー

ションと、その検証。 

7.三善晃、武満徹、柴田南雄、間宮芳生、八村義夫、鈴木

輝昭、他の諸作品の分析、研究。学生によるプレゼンテー

ションと、その検証。 

8.三善晃、武満徹、柴田南雄、間宮芳生、八村義夫、鈴木

輝昭、他の諸作品の分析、研究。学生によるプレゼンテー

ションと、その検証。 

9.三善晃、武満徹、柴田南雄、間宮芳生、八村義夫、鈴木

輝昭、他の諸作品の分析、研究。学生によるプレゼンテー

ションと、その検証。 

10.三善晃、武満徹、柴田南雄、間宮芳生、八村義夫、鈴

木輝昭、他の諸作品の分析、研究。学生によるプレゼンテ

ーションと、その検証。 

11.三善晃、武満徹、柴田南雄、間宮芳生、八村義夫、鈴

木輝昭、他の諸作品の分析、研究。学生によるプレゼンテ

ーションと、その検証。 

12.三善晃、武満徹、柴田南雄、間宮芳生、八村義夫、鈴

木輝昭、他の諸作品の分析、研究。学生によるプレゼンテ

ーションと、その検証。 

13.三善晃、武満徹、柴田南雄、間宮芳生、八村義夫、鈴

木輝昭、他の諸作品の分析、研究。学生によるプレゼンテ

ーションと、その検証。 

14.授業内における論述筆記試験。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 ５限後 調布教員室 

【教材】 

プリントを配布(楽曲作品スコアを含む)。 

 

567,568 音楽理論(分析)17(前期),18(後期) 

担当教員 新垣  隆 講師 曜日時限 水 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜ベートーヴェンの譜面を読む＞ 

全ての作品(テキスト)は、ある環境、時代背景の中から生まれてくるものだが、楽曲分析という行為は、敢えてそこから切り離し、

あくまでその内容(譜面=音楽)そのものを見る。但し、今回のこの授業は、ある作品と、もうひとつ別の作品を比較してみる、とい

うもので、その相関関係を見るという事自体、「時間」を含むものだから、どうしても歴史に纏わる、という話しになる。 

クラシック音楽の鑑賞(に限った事では無いがー)というのは、やはりそのような側面から逃れる事は出来ないのではないか。 
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(なお下記の授業内容の作品名は、特に作曲家が記されていないものは全てベートーヴェンによるものである。) 

【到達目標】 

読譜能力の深化という以外何があるだろうか。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ベートーヴェンやモーツァルト、のみならずあらゆる音楽について調べる必要がある。 

【授業の形式】 

【対面】講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.・交響曲第 1 番の冒頭の第 1 小節は「何処から」来たか。 

私見ではそれはモーツァルトの交響曲第 41 番のメヌエット

楽章の中間部(トリオ)の冒頭部分と推測する。 

もちろんベートーヴェン自身の証言にそのようなものは恐ら

くないだろうし、この設問自体、ナンセンスなものだとも思う

のだが、譜面そのものを見比べてみると、共通性がはっきり

しているがゆえに、そのようにも「見えてきて」しまうのである

(もし学者等、どなたかが既にそれを指摘されていた場合は

ぜひ御教示下さい)。 

2.・己の敵は己ー交響曲第 3 番は、自身の七重奏曲への

アンチテーゼ(とまでは言わないにしても、それを乗り越えて

更なる高みを目指そうとしたもの)ではないか。 

これも、それぞれの冒頭部分を見比べてのただの推論に

過ぎないものなのだが「七重奏曲の人気が圧倒的で、満を

持して世に問うた交響曲(第 1 番)よりも、その日に数合わせ

で適当にプログラムに入れた七重奏曲の方が断然みんな

の受けが良かった」みたいなエピソードをちらっと聞いたり

なんかすると(実はちょっとした聞きかじりから今私が勝手に

アレンジしたエピソードなのでどうか鵜呑みにしないで欲し

い)「もしや…」とつい思ってしまうのである。 

3.・交響曲第 5 番と第 6 番のそれぞれ第一楽章 

は、共通のアイデアでもって書かれた。それは冒頭の序奏

部のカデンツⅠーⅤ と「モティーフの反復」を構成の主軸

にする、の二点である。 

今回は少し真面目な話である(今までが不真面目だったか

というと実は決してそんなつもりはないのだが)。この共通性

は明らかであり、同じアイデア(コンセプト)からどれだけ遠く

全く異なる表現を生み出せるか、というのは、本人の意識が

どうであれ(両曲を同時に作業し、同日に発表している事か

ら私は大変意識的であったと思っているが)、今日の私たち

作曲家にとっても大変意味のある課題なのだ。 

因みに「反復」においては第 6 番(田園)の方がはるかに「執

拗」である。 

4.・コリオラン序曲と戦争交響曲、どちらが「手抜き」か。 

これは方々からお叱りの声を受けるのは必至かもしれない

(こういうのは今時々起こる「炎上狙い」の匂いもするし、我

ながらいやな性格ですね…)(ただこのように並べた場合、

戦争交響曲の方がはるかに手が込んでいると思う)。あとひ

とつ弁解すると、手を抜いてもきちんとものを仕上げる、とい

うのがプロというものだ(更に墓穴を掘る事態に)。 

5.・交響曲第 5 番に至る道程。 

ここでは c-moll という調性に注目し、第 5 番までのハ短調

作品を追ってみる。前回のコリオラン序曲も運命のちょっと

前に発表されたハ短調のソナタ形式による作品だ(そうして

見るとコリオランは運命を手掛ける前の軽い腕慣らし、と見

ることも出来るーと、なぜ私はコリオランをいつもわざわざ

「そういう扱い」にしたがるのだろうか。謎である)。 

公の形で(出版という形で)の始めのハ短調作品は、まさに

作品 1 のピアノ三重奏曲である。冒頭の緊張感に満ちたユ

ニゾンからヴァイオリンの嘆きのレチタティーヴォが浮かび

上がるーこの特別なる室内の空間からやがて 12 年の歳月

を経て、あの「運命」が世に現わる、と思うとちょっとゾクゾク

しないだろうか(私はする)。 

6.・ベートーヴェンにおけるハ短調 つづき 

それはもちろん題名にその調名が冠されるもののみならず、

交響曲第 3 番の第ニ楽章(葬送行進曲)や、曲の途中で出

て来るもの(例えばピアノソナタ第 4 番のロンド楽章のあるセ

クションなど)も含まれる。 

「ベートーヴェンのハ短調」は(まさにこの表現が示すように)

ある固有のもの、と捉えられがちだが(実際そういう面もある

と思うが)、ここでは「モーツァルトからの影響」を強調したい。 

ピアノソナタ第 5 番の冒頭 8 小節は、モーツァルトのピアノ
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ソナタ第 14 番ハ短調の冒頭 8 小節の正しくヴァリエーショ

ンである。そして 5 番の冒頭の和音はそのまま 1 オクターブ

下がってピアノソナタ第 8 番(悲愴)の冒頭の和音となり、そ

れらのキャラクターは先程挙げた 4 番のハ短調のセクション

に予告のように現れている。 

7.・ベートーヴェンにおけるモーツァルトからの影響 つづき 

交響曲第 5 番の冒頭のユニゾンは、イメージとしてはモー

ツァルトの交響曲第 40 番のフィナーレ(最終楽章)の展開部

冒頭のオーケストラのテュッティのユニゾンと同質と思う。 

直接的な影響関係ではないかもしれないが、交響曲第5番

とモーツァルトのアイネ・クライネ・ナハトムジークのそれぞ

れ冒頭からしばらくの部分は、ⅠーⅤ のカデンツの連続

で、音楽を「畳み掛ける」作りとして共通すると思う。 

8.・ホルンソナタへ長調は大事 

作曲にあたって、楽想というものがどこから生まれて来るか

といえば、もちろん音楽外のイメージからというのも当然ある

が(何故ならば人間だから)、実際にはある音そのもの、より

はっきり言えば楽器そのものから来るものである。その楽器

のポテンシャルをどれだけ見抜く事ができるか、作曲家は

常にそこに賭けている。 

例えば、交響曲第 5 番、6 番と同じ構造の序奏(ⅠーⅤのカ

デンツ)が同時期にもう一つあり、弦楽四重奏曲第 8 番(ラズ

モフスキー第 2番)がそうなのだが、それは当然弦楽四重奏

の厳しい和音のイメージ、特にヴァイオリンの E 線の直截な

音色を含んだ「固有の響き」が発想の原点なのだ。 

当時の金管楽器(ホルン、トランペット)は楽器の構造上ある

意味「制約のある」もので、またそれゆえに正に「ヨーロッパ

世界の固有の響き」を生み出し、作曲家はそこからあらゆる

可能性を引き出した。だから「運命」にしても「田園」にして

もホルン抜きには発想し得ない(=オーケストラというメディア、

という事と同義です)。 

9.・第 9 回という事で第九について。 

第 4 楽章の後半部分(声楽が入るところ)について。自分は

ここは、ディズニーランドの「小さな世界」のアトラクションの

19 世紀版と思っている(島田雅彦さんとの対談の中で確か

福田和也さんが「ディズニーランドは 20 世紀のバイロイトだ」

と言っていたような気がする)。 

テーマ(歓喜の歌)が、様々に変奏されるが、19 世紀ヨーロ

ッパから見た「全世界」ー地理的、歴史的なーというものを

音楽化していると思う。 

10.・第10回という事でヴァイオリンソナタ第10番について。 

この作品が演奏されたり、論じられたりというのはあまり多く

ないような印象だが、そのような中で、音楽学者の北沢方

邦さんが、あの「不滅の恋人」との関連でこの曲に触れてい

る。 

そして北沢さんのパートナーであった青木やよひさんが、

彼女の生涯を賭けて「不滅の恋人」を特定した。 

事実はもちろん判らない。が、この青木さんの考証は、それ

自体が「ひとつの大事な『真実』」だと思う(本当に壮絶な考

証で、しっかりひとつのー「ひとつの」ではあるかもしれない

ー筋が通っている)。 

そしてもしその説を受け入れるとすると、交響曲第 8 番の冒

頭のテーマと、ディアベッリ変奏曲のディアベッリのワルツ

のテーマの相似に「意味」が生まれてしまう(北沢さんはこの

ワルツを取り上げる際に、歌曲との関連性は指摘するが、

なぜかこの事には触れられていない)。 

11.・交響曲第 8 番 

交響曲第 8 番は、ある意味実質最後の交響曲とも言える(こ

こまでずっとコンスタントに交響曲を書き続けて、この後あ

の第9までは10年以上の長いブランクがあり、その第9は、

交響曲と呼ぶにはとても特殊なものだ)。 

その器楽としての「オーケストラによるソナタ」を、あのような

全編「笑い」に満ちたものにするというのは、とてもいい話し

だなぁ…と思うのである。 

もちろん、ヘ長調の第一主題からうっかりして第２主題がニ

長調で始まってしまった、というのはそれが一種の「冗談」

である、という事は、同業者かディレッタントにしか通じない。

多くの人にとっては「だから何なのだ?」としかならない。 

でもそれで別によかったのだろうか。これも第７とセットで捉

えるべきなのか。私にはよくわからない。 

12.・(前回のつづき) 

ヘ長調とニ長調との関係自体は、「平行調の同主調」という

ものだから、そんなに特殊なものではない(例として、第６番

「田園」第一楽章やピアノソナタ第６番第一楽章のそれぞれ

展開部におけるニ長調の特徴的なセクションが挙げられる)。

ただし、この第８番におけるそれは、ニ長調からハ長調へ、

という「修正」が行われるので、極めて「変な」ものー「フザけ

た」という日本語が相応しいーとしての表現である。 

このような明るさは、ヴァイオリンソナタ第 8 番ト長調にも共

通する。この演奏をシゲティとバルトークのコンビの生を聴

いてみたい、というのが私の永遠の夢だ。 

13.・ふたつのファンタジー 

ひとつはピアノソロによるもの、もうひとつはピアノソロにオ

ーケストラ、更にそれを宇宙のように取り囲む(というのは私
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の勝手な想像だが)コーラス隊、という何やら壮大なもので

ある。 

この大きなスケールのものの方は、後半に(のちの第 9 のよ

うだ)合唱が、「芸術ってすばらしい」というその演奏の瞬間

自体を賛美するような内容で、一方のピアノソロの方は、あ

たかもオペラから言葉を抜いたかのうな、それがために内

容がさっぱりわからないといったような謎のものである。 

でもふたつとも後半が「単純なメロディをひたすら繰り返す」

というもので、やはりそれは後の第 9 と共通するのである。

やっぱり何かあるのだろうか… 

14.・バガテル 

ピアノのためのバガテルや、単体のロンドなどは、ソナタ集

や変奏曲集とは(当然)分けられて、一種の「それ以外の取

り敢えずの寄せ集め」という位置づけをされる訳だが(例え

ば晩年のバガテルを何か深い特別なものとして捉える解釈

を度々耳にするが、あそこには「エマヌエル・バッハへの追

想」といった面もあるような気がする)、この「ソナタ形式以外

の小品」のカタログは、「ソナタ形式というものは一体なんだ

ったのだろう(クラシック音楽の最も特異な性質というものが

ソナタ形式というものーそしてそれは社会の構造とも関わる

ものだーに現れていると思う)」という事が否応無しに問われ

てしまう現在において、ある不思議な輝きを持って来るので

ないかーと最早自分でも何を言っているのかよくわからなく

なっては来ているのだが、ただうすぼんやりとそんなように

思う今日この頃である。 

 

【事前・事後学習-前期】 

ソナタ形式について常に様々な例を参照し、確認しておく事が必須である。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ソナタ形式とは何か 

2.①「幸田延は明治 30 年にヴァイオリンソナタ変ホ長調を

書いた」という事。 

②「山田耕筰は明治 41 年に厳密ではないがソナタ形式の

ような、なかなか良い弦楽四重奏の断章を書いた」という事。 

③そして①と②の間(10 年くらいの歳月がある)には、ソナタ

の作曲に関する発表は、日本においては全く存在しない、

という事。 

この①②③の示す「日本の歴史」について考える。 

3.ソナタ形式ではないもの 

4.ソナタ形式ではない、小品や歌は、日本の明治期にある

程度書かれている。 

その事の重要な意味について考える。 

5.ハイドン  ・モーツァルト・(パレストリーナ) 

6.ベートーヴェン 

7.ロマン派 

8.ウィンナワルツ、ハンガリー舞曲 

「国民楽派」について。 

9.前回の補足として、パウル・リンケ(1866-1946)という存在

を忘れてはいけない。 

10.・歌謡形式は「形式」か。 

・火の鳥→ペトルーシュカ→春の祭典  という驚くべきプロ

セス。 

11.資料によると、1914 年から 1922 年までの 8 年の間、日

本人が発表したオーケストラ作品は12作品で、全て山田耕

筰によるものである。この事の意味について考える。 

12.明治から大正後期までにおいての日本における「西洋

芸術音楽」の創作の実態はほぼそのまま上記のものとなる。 

この事の意味について考える。 

13.ソナタ形式の楽曲は、どのようにして生まれ、演奏されて

きたのか(社会というものがどのように構成されているのか、

という事にも触れなければならない)、を改めて考える。そし

て今後も常に考えていかねばならない。 

14.20 世紀全体の(音楽における)諸相を大まかに捉える。 

【事前・事後学習-後期】 

楽曲分析の授業ではあるが、20 世紀の音楽史にも密接に関わるものなので、その事についてある程度調べておいた方がもち

ろん良い。 

【オフィスアワー】 

水曜日の 5 限後は、基本しばらく調布教員室にいるようにします。 

【その他】 

参考 

幸田延の「滞欧日記」  瀧井敬子 平高典子 2012 年刊 東京藝術大学出版会 
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569,570 音楽理論(分析)19(前期),20(後期) 

担当教員 土田 英介 教授 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

バッハの鍵盤作品、特にフーガの形式で書かれた楽曲を徹底的に分析し、演奏に繋げていくことを目的とします。 

【到達目標】 

J.S.Bach による多彩な作曲技法について学習を深め、その時代を創り上げた世界を認識する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

２０２０年度はコロナ禍で履修制限をせざるをえませんでした。今年度はどうなるか分かりませんが、昨年度履修出来なかった

学部 3 年生以上を対象に同じ様なプログラムで授業したく思っています。 

【授業の形式】 

【対面】演習と【遠隔】講義の併用、初回は【遠隔】となります。 

前期、遠隔の学生、又当日遠隔授業となった場合は、授業の 2 日後までに下記のコードから出欠の連絡を学年、専攻、名票

番号、氏名とともに伝えて下さい。 

2fbcdrg（Google classroom） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○ ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.分析の基本について 

2.フーガの基本的な構造 

3.バッハ平均律クラヴィーア曲集第１巻２番のフーガとシン

フォニア９番の分析 

4.バッハ平均律クラヴィーア曲集第１巻２番のフーガとシン

フォニア９番の分析 

5.シンフォニア数曲の分析Ⅰ 

6.シンフォニア数曲の分析Ⅱ 

7.シンフォニア数曲の分析Ⅲ 

8.シンフォニア数曲の分析Ⅳ 

9.平均律クラヴィーア曲集第１巻 11 番のフーガの分析 

10.平均律クラヴィーア曲集第１巻６番のフーガの分析 

11.平均律クラヴィーア曲集第１巻１番のフーガの分析 

12.平均律クラヴィーア曲集第１巻８番のフーガの分析 

13.平均律クラヴィーア曲集第１巻５番のフーガの分析 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 配布されたプリントを持ってくること。 

後期、遠隔の学生、又当日遠隔授業となった場合は、授業の 2 日後までに下記のコードから出欠の連絡を学年、専攻、名票

番号、氏名とともに伝えて下さい。 

ahbinvv（Google classroom） 

【授業展開と内容-後期】 

1.バッハ：インヴェンション１番の基本的な分析 

2.インヴェンション数曲の分析 Ⅰ 

3.インヴェンション数曲の分析 Ⅱ 

4.インヴェンション数曲の分析 Ⅲ 

5.インヴェンション数曲の分析 Ⅳ 

6.平均律クラヴィーア曲集第１巻１２番のフーガの分析 
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7.バッハ平均律クラヴィーア曲集第 1 巻 12 番フーガの続

き、フィンガーペダルについて。 

8.平均律クラヴィーア曲集第２巻２番のフーガの分析。 

9.平均律クラヴィーア曲集第１巻のプレリュードについて。 

10.平均律クラヴィーア曲集第 2巻のプレリュードについて。

Ⅰ 

11.平均律クラヴィーア曲集第２巻のプレリュードについて。

Ⅱ 

12.平均律クラヴィーア曲集第２巻９番の分析 

13.平均律クラヴィーア曲集第２巻９番の分析 

14.今期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

配布されたプリントを持ってくること。 

後期、遠隔の学生、又当日遠隔授業となった場合は、授業の 2 日後までに下記のコードから出欠の連絡を学年、専攻、名票

番号、氏名とともに伝えて下さい。 

ahbinvv（Google classroom） 

【オフィスアワー】 

水曜日Ⅴ限後、大学内にて 

【テキスト】 

1.バッハ平均律クラヴィーア曲集第 1 巻～演奏のための分析ノート 1 土田英介  

備考：WT00-665 

【教材】 

テキストのほか、「演奏のための分析ノート 2」 WT00-923 も参考とする。 適宜にプリントをも配布する。 

 

571,572 音楽理論(分析)21(前期),22(後期) 

担当教員 石島 正博 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

〈ラヴェル研究〉 

 昨年度最後に考察した、ピアノ曲集《鏡》で、ラヴェルは母方の血脈を受け継いだバスク的感性即ち、原始・野生的なロマン

ティシズム、あるいはアニミズム的感性と《水の戯れ》で模索した革新的な古典的造形との両立を果たしたが、その実現には、

ラヴェルの天才的直感と伝統的エクリチュールを基盤とする高いメチエの存在があった。今年度は、ピアノ曲集《夜のガスパー

ル》を中心に、《鏡》のコンセプトを更に深化させてゆく過程、すなわち 1905 年から第 1 次世界大戦前夜までの作品を考察す

る。 

分析は、ピアノ曲を中心に行なうが、必要に応じて他の編成の作品も扱う。 

【到達目標】 

ラヴェルの音楽語法及び歴史•文化•言語的パラダイムからの作品と作曲家の理解。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

授業はある程度以上、高度で専門的な内容を扱うためゼミナール形式で行います。また、受講生には演奏が義務づけられま

すのでラヴェルの音楽を真に深く研究したい者のみの受講を希望します。 

【授業の形式】 

演習【対面】またはオンライン 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○  ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ピアノ曲集《鏡》までのラヴェル 

2.歌曲集《博物誌》―ラヴェルと声楽― 

ラヴェル分析のための基本的知識① 

3.《夜のガスパール》の胎動 

「オペラ《沈鐘》の構想とオペラ《スペインの時》」 

 ラヴェル分析のための基本的知識② 

4.アロイジウス・ベルトランを読む 

「詩集《夜のガスパール》レンブラント、カロー風の幻想曲」 

5.《オンディーヌ》① 受講生によるプレゼンテーション 

6.《オンディーヌ》② 音楽語法 

「より美しいものへの変容」 

7.《オンディーヌ》③ 音楽語法  

「フランスのソナタについて」 

8.《絞首台》① 受講生によるプレゼンテーション 

9.《絞首台》② 音楽語法  

―オスティナートの変容― 

10.10. 《絞首台》③ 音楽語法 

11.《スカルボ》① 受講生によるプレゼンテーション 

12.《スカルボ》② 音楽語法 ―O.メシアンと三善晃の分析

を比較するⅠー 

「O.メシアンの《スカルボ》を読む」 

13.《スカルボ》③ 音楽語法 ―O.メシアンと三善晃の分析

を比較するⅡ― 

「三善晃の《スカルボ》を読む」 

14.ピアノ曲集《夜のガスパール》について 

ディスカッション及びプロポジション「《夜のガスパール》の

創意について」 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

指定された書籍の通読、各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。  

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.《マ・メール・ロワ》① 

「マ・メール・ロワの構想」 

2.《マ・メール・ロワ》②演習：演奏における感性を解放する

ためのロジック。その応用の仕方について 

3.《マ・メール・ロワ》③演習：演奏における感性を解放する

ためのロジック。その応用の仕方について 

4.バレエ《ダフニスとクロエ》―フランス近代音楽とバレエ― 

「ディアギレフとニジンスキー」 

5.バレエ《ダフニスとクロエ》音楽語法 ―ラヴェルとバレエ

― 

「音と身体のエクリチュール」 

6.《高雅で感傷的なワルツ》①受講生によるプレゼンテーシ

ョン 

7.《高雅で感傷的なワルツ》②音楽語法 ―無益な仕事の

常にあたらしい極上の楽しみ― 

「ラヴェルから見たシューベルトとベートーヴェン」 

8.《高雅で感傷的なワルツ》③音楽語法「高雅で感傷的な

ワルツの作曲技法」 

「パ・ド・ヴァルスまたは円環のロジック」 

9.《高雅で感傷的なワルツ》④音楽語法「高雅で感傷的な

ワルツの作曲技法」 

ディスカッション及びプロポジション 

10.《ボロディン風》パスティーシュの技法① 

 受講生のよるプレゼンテーション 

 レクチャー「ロシアのペダルポイント」 

11.《シャブリエ風》パスティーシュの技法② 

受講生によるプレゼンテーション 

レクチャー「Arrangement の方法の〈発見〉」 

12.《マラルメの３つの詩》ラヴェルとストラヴィンスキー 

レクチャー「時代の潮流と予感、技法の変遷」 

13.《マラルメの３つの詩》ラヴェルとマラルメ 

レクチャー「マラルメの詩学とラヴェルの語法」 

14.《マラルメの３つの詩》第 1 次大戦前夜のヨーロッパ音楽 

ディスカッション及びプロポジション 「1913 年」 
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【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

指定された書籍の通読、各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。  

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【オフィスアワー】 

火曜日 ２限後、調布教員室 

【テキスト】 

1.ラヴェル「ピアノ作品全集」Vol.1〜3 三善晃監修・解説、石島正博校訂・解説、金澤希伊子、海老彰子運指、ペダル  

備考：全音楽譜出版社 

 

573 音楽理論(分析)23(後期) 

担当教員 ｷｬｼｰ ﾘﾝ ｺｯｸｽ 講師 曜日時限 水 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業は英語で行われます。英語が苦手な人も大歓迎です。  １８～１９世紀の西洋音楽を中心する楽典及び分析方法を

学びつつ、英語の能力（聞く・読む・話す・書く）を伸ばします。 毎回、１～３曲の楽曲分析を行い、作品の形式などを考察しま

す。楽曲分析を通して、楽典・作曲技法（記譜法、対位法、和声学、変奏 曲、ソナタ形式等）に関する英語(必要に応じてフラ

ンス語、ドイツ語、イタリア語)の用語を学びます。 

【到達目標】 

14 回の授業を通して、学生は： 

（１）楽典の基礎用語を英語で覚える。 

（２）英語で、楽典の内容を理解できるようになる。 

（３）３部形式など、小品の楽曲を分析するのに必要な表現を英語で覚える。 

（４）楽曲についての感想を、英語でディスカッションできるようになる。 

（５）英単語を使って、楽曲分析を実施できるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

西洋音楽における記譜法、和声学、対位法等の基礎知識、及び英語における読解力等の基礎知識を持っていること。 

【授業の形式】 

この授業は基本的に対面で行う予定です。教材の配信、課題の提出などのために Google Classroom を利用する。 

詳細には、コックス先生（cox-cathy@pl.tohomusic.ac.jp）へご連絡してください。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

割合：5%；４回目の授業中に実施する基礎用語に関する復習クイズ 。 

割合：10%；レポートとして曲例分析を筆記して提出する。  
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割合：10%；14~15 回目の授業中に学生が発表する曲例分析。  

割合：15%； 出席率。 

割合：60%；ワークシート上に音楽分析を行う筆記課題（宿題）、授業 への取り組み、ディスカッションへの積極的に参加。 

【授業展開と内容-後期】 

1.詳細には、コックス先生（cox-cathy@pl.tohomusic.ac.jp）

へご連絡してください。 

序説 ；西洋音楽の基本用語（音名、記譜、音符、拍子、音

程、音階、和音など） 

Introduction. Fundamental musical terms in English. 

Staff notation, pitches, meter, rhythmic values, intervals, 

triads and seventh chords, etc. 

2.西洋音楽の基本用語の復習；メロディー（旋律、装飾音、

進行方向、終止形） 

Fundamental musical terms in English: Describing melody 

(contour, ornamentation, direction, cadences) 

3.西洋音楽の基本用語の復習；作曲法（テクスチャ、伴奏、

模倣など） 

Fundamental musical terms in English: compositional 

techniques (texture, accompaniment style, imitation) 

4.【用語の復習クイズ】；8 小節の基準フレーズについて 

[Review Quiz]; Standard 8-measure phrases 

5.【筆記課題】２部形式について 

[Written Assignment]; Binary Form 

6.３部形式について 

Ternary Form 

7.複合２部形式・３部形式について 

Composite Binary and Ternary Forms 

8.【筆記課題】復習：曲例の分析 

[Written Assignment]; Review analysis of a musical work 

9.ソナタ形式：提示部と再現部の比較 

Sonata Form: Comparing the Exposition and Recapitulation 

10.ソナタ形式：展開部について 

Sonata Form: The Development Section 

11.【筆記課題】ソナタ形式の復習：曲例の分析 

[Written Assignment] Review analysis of Sonata Form 

12.歌曲と４部形式 

Vocal Forms and Song Structure 

13.歌曲：音楽と歌詞の関連について 

Text Setting 

14.【学生発表】復習：曲例の分析 [Student Presentations] 

Review analyses 

まとめ Review and Conclusion 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜に目を通したり、音源を聴いたりしてくること。授業後は授業内容を復習 し、 配布資料を見直し、関連

の書籍に触れる等、授業に関連した活動を自発的に行うこと。(目安 30-60 分程度)  

【オフィスアワー】 

水曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリント配布 

参考書: MOUNT, Andre. 著「Fundamentals, Function, and Form: Theory and Analysis of Tonal Western Art Music」 (Milne 

Open Textbooks, 2020)  

(https://milneopentextbooks.org/fundamentals-function-and-form/) 

参考書: CLENDINNING, Jane Piper and Elizabeth West MARVIN 共著「The Musician's Guide to Theory and Analysis, Third 

Edition」 (W.W. Norton & Company, 2016) 請求記号 S11-722 

(https://opactoho.tohomusic.ac.jp/webopac/BB20100648) 

ウェブサイト: Music Theory Net (https://www.musictheory.net/lessons) 

ウェブサイト: Open Music Theory (http://openmusictheory.com/contents.html)  

【その他】 

高度な英語力は必要としない。 
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591 音楽理論(分析)Mu-1(前期) 

担当教員 今野 哲也 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 「音楽理論（分析）Mu-1」では、前年度に引き続き、F.ショパンの《24 の前奏曲集》Op.28 を対象として、楽曲分析を実施して

ゆきます。このとき、歌詞と和声の分析に重点を置きながらも、最終的に「和声構造」（調の配列に基づく楽曲全体の構成方法）

の導出を目指します。既習の第 1～7 曲、ならびに第 9 曲をふり返りながら、第 14 曲までの考察を目指します。ただし、授業の

進行度合いに応じて、無理なスケジューリングは行わないつもりです。ときには、1 曲に充分に時間をかける場合もあります（た

だしその逆も然り）。 

【到達目標】 

 「音楽理論（分析）Mu-1」では、①ショパンの作品（延いてはロマン派音楽）の和声分析のポイントを理解すること、②その「和

声構造」（≒形式）の導き方のイメージをつかむことを目指します。そのため受講生の皆さんにも、課題や楽曲分析を出来るだ

け実践して頂こうと思います。その作業を通じて、自ら音楽作品を分析・理解し、新たな問題提起ができるようになって欲しいと

考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

 音楽学の 2 年次は必修、A コースは 1～4 年、B コースは和声法 II の単位を取得した者。 

 「音楽理論（分析）Mu-1」では、島岡譲他『和声――理論と実習』（第 I～III 巻）の書式の下に、和声的な内容を検証してゆき

ます。実際の音楽作品を対象としますので、第 III巻の内容にも言及せざるを得ません。ただし、あくまでも興味を持って取り組

む姿勢を重視し、必ずしも分析力の優劣だけでは評価いたしません。和声学の基礎知識は大切ですが、必要に応じて適宜、

補足します。ときには、難解と感じられる局面に踏み込むこともありますが、臆することなく挑戦してみてください。出来るだけ多

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 

【授業の形式】 

 【遠隔】講義を中心とします。レジュメと動画を配信いたしますので、視聴し学習してください。毎回、小さなコメントや課題を

課しますので、その提出を以て「出席」といたします。 

 受講生の皆さんとは、①メール［konno.tetsuya@kunitachi.ac.jp］、②Google Classroom のいずれかでやり取りを行います。

Google Classroom の使用を希望される方は、大学から Google Classroom のアカウント（学籍番号@g.tohomusic.ac.jp）を取得

し、今野にメールで申し出てください。折り返し「クラスコード」をお送りいたします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 【遠隔】授業では、①レポート相当のコメント：10×4＝40 点、②平易なコメント：5×6＝30 点、③総合的な問題（最終回）＝20

点、④平常点＝10 点、合計 100 点満点で評価を付けさせて頂きたいと思います。授業への取り組み姿勢をとくに重視します。 

 70％以上の出席（＝課題類の提出）を前提とします。ただし、就職活動や体調不良などの場合は、「公欠」「病欠」にいたしま

す。事前・事後を問いませんので、今野に申し出てください（教務課の届が必要になる場合もあります）。 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション、前年度までふり返り 2.《24 の前奏曲集》第 8 曲の楽曲分析 
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3.《24 の前奏曲集》第 8 曲の楽曲分析 

4.《24 の前奏曲集》第 8 曲の楽曲分析 

5.《24 の前奏曲集》第 10 曲の楽曲分析（第 9 曲は前年度

に考察済み） 

6.《24 の前奏曲集》第 10 曲の楽曲分析 

7.《24 の前奏曲集》第 11 曲の楽曲分析 

8.《24 の前奏曲集》第 11 曲の楽曲分析 

9.《24 の前奏曲集》第 12 曲の楽曲分析 

10.《24 の前奏曲集》第 12 曲の楽曲分析 

11.《24 の前奏曲集》第 13 曲の楽曲分析 

12.《24 の前奏曲集》第 13 曲の楽曲分析 

13.《24 の前奏曲集》第 14 曲の楽曲分析 

14.《24 の前奏曲集》第 14 曲の楽曲分析、学習内容のまと

め 

【事前・事後学習-前期】 

 授業で取り上げる作品に関して、事前に楽譜を確認したり、作品を聴いておいてください（目安 10 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

2.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

3.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

4.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

5.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

6.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

7.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

8.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

9.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

10.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

11.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

12.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

13.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

14.「音楽理論（分析）Mu-2（後期）」のシラバスを参照のこと。 

【事前・事後学習-後期】 

 授業で取り上げる作品に関して、事前に楽譜を確認したり、作品を聴いておいてください（目安 10 分程度）。 

【オフィスアワー】 

 メールによる問い合わせ［konno.tetsuya@kunitachi.ac.jp］（平常時には、火曜日の調布教員室 2～4 時限、ならびに授業の

前後の時間帯） 

【教材】 

特定の教科書は使用しません。随時、レジュメを配信します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声――理論と実習』I～III

巻（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

音楽学の学生にとっては必修の授業となりますが、他の学科の学生も歓迎します。 

 

592 音楽理論(分析)Mu-2(後期) 

担当教員 今野 哲也 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 「音楽理論（分析）Mu-2」では、前期の Mu-1 に引き続き、F.ショパンの《24 の前奏曲集》Op.28 を対象として、楽曲分析を実

施してゆきます。このとき、歌詞と和声の分析に重点を置きながらも、最終的に「和声構造」（調の配列に基づく楽曲全体の構

成方法）の導出を目指します。前期の Mu-1 で進んだ作品まで（第 14 曲の予定）を復習しながら、曲集の後半までの考察を目

指します。ただし、授業の進行度合いに応じて、無理なスケジューリングは行わないつもりです。ときには、1 曲に充分に時間

をかける場合もあります（ただしその逆も然り）。 
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【到達目標】 

 「音楽理論（分析）Mu-2」では、①ショパンの作品（延いてはロマン派音楽）の和声分析のポイントを理解すること、②その「和

声構造」（≒形式）の導き方のイメージをつかむことを目指します。そのため受講生の皆さんにも、課題や楽曲分析を出来るだ

け実践して頂こうと思います。その作業を通じて、自ら音楽作品を分析・理解し、新たな問題提起ができるようになって欲しいと

考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

 音楽学の 2 年次は必修、A コースは 1～4 年、B コースは和声法 II の単位を取得した者。 

 「音楽理論（分析）Mu-2」では、島岡譲他『和声――理論と実習』（第 I～III 巻）の書式の下に、和声的な内容を検証してゆき

ます。実際の音楽作品を対象としますので、第 III巻の内容にも言及せざるを得ません。ただし、あくまでも興味を持って取り組

む姿勢を重視し、必ずしも分析力の優劣だけでは評価いたしません。和声学の基礎知識は大切ですが、必要に応じて適宜、

補足します。ときには、難解と感じられる局面に踏み込むこともありますが、臆することなく挑戦してみてください。出来るだけ多

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 

【授業の形式】 

 【遠隔】講義を中心とします。レジュメと動画を配信いたしますので、視聴し学習してください。毎回、小さなコメントや課題を

課しますので、その提出を以て「出席」といたします。ただし、秋学期からの状況によっては、【対面】に変更する場合もあります。

この場合は、改めてインフォメーションをいたします。 

 受講生の皆さんとは、①メール［konno.tetsuya@kunitachi.ac.jp］、②Google Classroom のいずれかでやり取りを行います。

Google Classroom の使用を希望される方は、大学から Google Classroom のアカウント（学籍番号@g.tohomusic.ac.jp）を取得

し、今野にメールで申し出てください。折り返し「クラスコード」をお送りいたします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 【遠隔】授業では、①レポート相当のコメント：10×4＝40 点、②平易なコメント：5×6＝30 点、③総合的な問題（最終回）＝20

点、④平常点＝10 点、合計 100 点満点で評価を付けさせて頂きたいと思います。仮に【対面】にシフトした場合には、試験の

実施も想定しながら、改めてインフォメーションいたします。授業への取り組み姿勢をとくに重視します。 

 70％以上の出席（＝課題類の提出）を前提とします。ただし、就職活動や体調不良などの場合は、「公欠」「病欠」にいたしま

す。事前・事後を問いませんので、今野に申し出てください（教務課の届が必要になる場合もあります）。 

【授業展開と内容-前期】 

1.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

2.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

3.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

4.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

5.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

6.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

7.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

8.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

9.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

10.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

11.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

12.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

13.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

14.「音楽理論（分析）Mu-1（前期）」のシラバスを参照のこと。 

【事前・事後学習-前期】 

 授業で取り上げる作品に関して、事前に楽譜を確認したり、作品を聴いておいてください（目安 10 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.オリエンテーション、前期の授業の振り返り 

2.《24 の前奏曲集》第 15 曲の楽曲分析 

3.《24 の前奏曲集》第 15 曲の楽曲分析 

4.《24 の前奏曲集》第 15 曲の楽曲分析 

5.《24 の前奏曲集》第 16 曲の楽曲分析 

6.《24 の前奏曲集》第 16 曲の楽曲分析 
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7.《24 の前奏曲集》第 16 曲の楽曲分析 

8.《24 の前奏曲集》第 17 曲の楽曲分析 

9.《24 の前奏曲集》第 17 曲の楽曲分析 

10.《24 の前奏曲集》第 17 曲の楽曲分析 

11.《24 の前奏曲集》第 18 曲の楽曲分析 

12.《24 の前奏曲集》第 18 曲の楽曲分析 

13.《24 の前奏曲集》第 19 曲の楽曲分析 

14.《24 の前奏曲集》第 19 曲の楽曲分析、学習内容のまと

め 

【事前・事後学習-後期】 

 授業で取り上げる作品に関して、事前に楽譜を確認したり、作品を聴いておいてください（目安 10 分程度）。 

【オフィスアワー】 

 メールによる問い合わせ［konno.tetsuya@kunitachi.ac.jp］（平常時には、火曜日の調布教員室 2～4 時限、ならびに授業の

前後の時間帯） 

【教材】 

 特定の教科書は使用しません。随時、レジュメを配信します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声――理論と実習』I～III

巻（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

 音楽学の学生にとっては必修の授業となりますが、他の学科の学生も歓迎します。 

 

593 音楽理論(分析)Mu-3(前期) 

担当教員 今野 哲也 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 「音楽理論（分析）Mu-3」では、前々年度・前年度に引き続き、F.シューベルトの《冬の旅》D911 を対象として、楽曲分析を実

施してゆきます。このとき、歌詞と和声の分析に重点を置きながらも、最終的に「和声構造」（調の配列に基づく楽曲全体の構

成方法）の導出を目指します。既習の第 1～11 曲をふり返りながら、第 12 曲〈孤独〉から開始し、第 2 部の中盤までの考察を

目指します。ただし、授業の進行度合いに応じて、無理なスケジューリングは行わないつもりです。ときには、1 曲に充分に時

間をかける場合もあります（ただしその逆も然り）。 

【到達目標】 

 「音楽理論（分析）Mu-3」では、①シューベルトの作品（延いてはロマン派音楽）の和声分析のポイントを理解すること、②そ

の「和声構造」（≒形式）の導き方のイメージをつかむこと、③詩と音楽との連関を味わう上での感覚を養うことを目指します。そ

のため受講生の皆さんにも、課題や楽曲分析を出来るだけ実践して頂こうと思います。その作業を通じて、自ら音楽作品を分

析・理解し、新たな問題提起ができるようになって欲しいと考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

 音楽学の 3 年次は必修、A コースは 1～4 年、B コースは和声法 II の単位を取得した者。 

 「音楽理論（分析）Mu-3」では、島岡譲他『和声――理論と実習』（第 I～III 巻）の書式の下に、和声的な内容を検証してゆき

ます。実際の音楽作品を対象としますので、第 III巻の内容にも言及せざるを得ません。ただし、あくまでも興味を持って取り組

む姿勢を重視し、必ずしも分析力の優劣だけでは評価いたしません。和声学の基礎知識は大切ですが、必要に応じて適宜、

補足します。ときには、難解と感じられる局面に踏み込むこともありますが、臆することなく挑戦してみてください。出来るだけ多

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 
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【授業の形式】 

 【遠隔】講義を中心とします。レジュメと動画を配信いたしますので、視聴し学習してください。毎回、小さなコメントや課題を

課しますので、その提出を以て「出席」といたします。 

 受講生の皆さんとは、①メール［konno.tetsuya@kunitachi.ac.jp］、②Google Classroom のいずれかでやり取りを行います。

Google Classroom の使用を希望される方は、大学から Google Classroom のアカウント（学籍番号@g.tohomusic.ac.jp）を取得

し、今野にメールで申し出てください。折り返し「クラスコード」をお送りいたします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 【遠隔】授業では、①レポート相当のコメント：10×4＝40 点、②平易なコメント：5×6＝30 点、③総合的な問題（最終回）＝20

点、④平常点＝10 点、合計 100 点満点で評価を付けさせて頂きたいと思います。授業への取り組み姿勢をとくに重視します。 

 70％以上の出席（＝課題類の提出）を前提とします。ただし、就職活動や体調不良などの場合は、「公欠」「病欠」にいたしま

す。事前・事後を問いませんので、今野に申し出てください（教務課の届が必要になる場合もあります）。 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション、前年度までふり返り 

2.第 12 曲〈孤独〉の楽曲分析 

3.第 12 曲〈孤独〉の楽曲分析 

4.第 12 曲〈孤独〉の楽曲分析 

5.第 13 曲〈郵便馬車〉（第 2 部）の楽曲分析 

6.第 13 曲〈郵便馬車〉（第 2 部）の楽曲分析 

7.第 13 曲〈郵便馬車〉（第 2 部）の楽曲分析 

8.第 14 曲〈白髪の頭〉の楽曲分析 

9.第 14 曲〈白髪の頭〉の楽曲分析 

10.第 15 曲〈からす〉の楽曲分析 

11.第 15 曲〈からす〉の楽曲分析 

12.第 15 曲〈からす〉の楽曲分析 

13.第 16 曲〈最後の希望〉の楽曲分析 

14.第 16 曲〈最後の希望〉の楽曲分析、学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

 授業で取り上げる作品に関して、事前に楽譜を確認したり、作品を聴いておいてください（目安 10 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

2.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

3.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

4.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

5.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

6.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

7.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

8.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

9.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

10.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

11.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

12.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

13.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

14.「音楽理論（分析）Mu-4（後期）」のシラバスを参照のこと。 

【事前・事後学習-後期】 

 授業で取り上げる作品に関して、事前に楽譜を確認したり、作品を聴いておいてください（目安 10 分程度）。 

【オフィスアワー】 

 メールによる問い合わせ［konno.tetsuya@kunitachi.ac.jp］（平常時には、火曜日の調布教員室 2～4 時限、ならびに授業の

前後の時間帯） 

【教材】 

 特定の教科書は使用しません。随時、レジュメを配信します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声――理論と実習』I～III

巻（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

 音楽学の学生にとっては必修の授業となりますが、他の学科の学生も歓迎します。 
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594 音楽理論(分析)Mu-4(後期) 

担当教員 今野 哲也 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 「音楽理論（分析）Mu-4」では、前期の Mu-3 に引き続き、F.シューベルトの《冬の旅》D911 を対象として、楽曲分析を実施し

てゆきます。このとき、歌詞と和声の分析に重点を置きながらも、最終的に「和声構造」（調の配列に基づく楽曲全体の構成方

法）の導出を目指します。第 1 部（第 1～12 曲）と、前期の Mu-3 で進んだ作品まで（第 16 曲〈最後の望み〉の予定）を復習し

ながら、第 2 部の後半までの考察を目指します。ただし、授業の進行度合いに応じて、無理なスケジューリングは行わないつ

もりです。ときには、1 曲に充分に時間をかける場合もあります（ただしその逆も然り）。 

【到達目標】 

 「音楽理論（分析）Mu-4」では、①シューベルトの作品（延いてはロマン派音楽）の和声分析のポイントを理解すること、②そ

の「和声構造」（≒形式）の導き方のイメージをつかむこと、③詩と音楽との連関を味わう上での感覚を養うことを目指します。そ

のため受講生の皆さんにも、課題や楽曲分析を出来るだけ実践して頂こうと思います。その作業を通じて、自ら音楽作品を分

析・理解し、新たな問題提起ができるようになって欲しいと考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

 音楽学の 3 年次は必修、A コースは 1～4 年、B コースは和声法 II の単位を取得した者。 

 「音楽理論（分析）Mu-4」では、島岡譲他『和声――理論と実習』（第 I～III 巻）の書式の下に、和声的な内容を検証してゆき

ます。実際の音楽作品を対象としますので、第 III巻の内容にも言及せざるを得ません。ただし、あくまでも興味を持って取り組

む姿勢を重視し、必ずしも分析力の優劣だけでは評価いたしません。和声学の基礎知識は大切ですが、必要に応じて適宜、

補足します。ときには、難解と感じられる局面に踏み込むこともありますが、臆することなく挑戦してみてください。出来るだけ多

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 

【授業の形式】 

 【遠隔】講義を中心とします。レジュメと動画を配信いたしますので、視聴し学習してください。毎回、小さなコメントや課題を

課しますので、その提出を以て「出席」といたします。ただし、秋学期からの状況によっては、【対面】に変更する場合もあります。

この場合は、改めてインフォメーションをいたします。 

 受講生の皆さんとは、①メール［konno.tetsuya@kunitachi.ac.jp］、②Google Classroom のいずれかでやり取りを行います。

Google Classroom の使用を希望される方は、大学から Google Classroom のアカウント（学籍番号@g.tohomusic.ac.jp）を取得

し、今野にメールで申し出てください。折り返し「クラスコード」をお送りいたします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 【遠隔】授業では、①レポート相当のコメント：10×4＝40 点、②平易なコメント：5×6＝30 点、③総合的な問題（最終回）＝20

点、④平常点＝10 点、合計 100 点満点で評価を付けさせて頂きたいと思います。仮に【対面】にシフトした場合には、試験の

実施も想定しながら、改めてインフォメーションいたします。授業への取り組み姿勢をとくに重視します。 

 70％以上の出席（＝課題類の提出）を前提とします。ただし、就職活動や体調不良などの場合は、「公欠」「病欠」にいたしま

す。事前・事後を問いませんので、今野に申し出てください（教務課の届が必要になる場合もあります）。 
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【授業展開と内容-前期】 

1.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

2.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

3.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

4.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

5.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

6.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

7.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

8.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

9.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

10.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

11.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

12.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

13.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

14.「音楽理論（分析）Mu-3（前期）」のシラバスを参照のこと。 

【事前・事後学習-前期】 

 授業で取り上げる作品に関して、事前に楽譜を確認したり、作品を聴いておいてください（目安 10 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.オリエンテーション、前期の授業の振り返り 

2.第 17 曲〈村の中で〉の楽曲分析 

3.第 17 曲〈村の中で〉の楽曲分析 

4.第 17 曲〈村の中で〉の楽曲分析 

5.第 18 曲〈嵐の朝〉の楽曲分析 

6.第 18 曲〈嵐の朝〉の楽曲分析 

7.第 19 曲〈錯覚〉の楽曲分析 

8.第 19 曲〈錯覚〉の楽曲分析 

9.第 20 曲〈道しるべ〉の楽曲分析 

10.第 20 曲〈道しるべ〉の楽曲分析 

11.第 21 曲〈宿屋〉の楽曲分析 

12.第 21 曲〈宿屋〉の楽曲分析 

13.第 22 曲〈勇気〉の楽曲分析 

14.第 22 曲〈勇気〉の楽曲分析、学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

 授業で取り上げる作品に関して、事前に楽譜を確認したり、作品を聴いておいてください（目安 10 分程度）。 

【オフィスアワー】 

 メールによる問い合わせ［konno.tetsuya@kunitachi.ac.jp］（平常時には、火曜日の調布教員室 2～4 時限、ならびに授業の

前後の時間帯） 

【教材】 

 特定の教科書は使用しません。随時、レジュメを配信します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声――理論と実習』I～III

巻（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

 音楽学の学生にとっては必修の授業となりますが、他の学科の学生も歓迎します。 

 

601 作曲法演習 A(基礎)ｴﾘｸﾁｭｰﾙ 

担当教員 土田 英介 教授 曜日時限 月 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

和声の実施。入試前に続き、それよりもより高度な課題に触れる。 

【到達目標】 

和声の実施を行い、理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻（創作芸術） 
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【授業の形式】 

【遠隔】演習直し 1 問と新規 1 問をメールで送って頂ければ、添削します。グーグル classroom に慣れたら、使うかもしれませ

ん。zbtdhzf がコードです。 

私のメールは、e-tsuchida@tohomusic.ac.jp です。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.学生一人一人のノートを確認し、それぞれの進度に合わ

せた方針を検討し、課題を配布する。 

2.～13 回目. バス課題とソプラノ課題、場合によってはア

ルテルネ課題を交互に実施していく。 

Henry Challan 380Ｂasses et Chants Donnés,24Ｒeçons ｄ’

Harmonie、Paul Fauchet、Jean Gallon 及び日本人作曲家

の課題から選択する。 

学生一人一人の実力に合わせて課題を選ぶ。 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 前期に引き続き、フランス人作曲家、日本人作曲

家の課題を学生一人一人に合わせて選択し、実施していく。 

14.今期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【オフィスアワー】 

水曜５限後 

【教材】 

プリントを配布する。 

 

602 作曲法演習 B(基礎)～創作 

担当教員 法倉 雅紀 教授 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

「オーケストレーション」  …  オーケストラの各楽器の特性や奏法や管弦楽法の分析を通じて、オーケストレーションの技術

を学ぶ。古典から現代までのオーケストラ作品の分析を通じて、ピアノ曲や室内楽曲のオーケストレーションに繋げる。 

【到達目標】 

オーケストラによる編曲の完成 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（創作）および副専攻生（創作） 

【授業の形式】 

【対面】場合によって遠隔（動画配信）になることがあります。演習 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

演習という性質上、積極的に課題に取り組み、発表することが望まれる。 

【授業展開と内容-前期】 

1.〜４回まで  モーツアルトの交響曲第４１番の１楽章の分

析 

5.〜９回まで  ベートーヴェンの交響曲第４番の分析 

10.〜１４回まで  ロマン派のオーケストラ作品の分析 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各 60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.〜１４回まで  近代～現代のオーケストレーション分析と 発表 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各 60 分) 

【オフィスアワー】 

水曜日  ５限後  調布教員室 

【教材】 

古典は、ロマン派、近現代の作品の楽譜。 

 

603 作曲法演習 B(基礎)～編作 

担当教員 新垣  隆 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ここではオーケストレーションの訓練を「音のイメージの譜面への定着の訓練」として捉える。なるべくたくさん、デッサンの練習

のように筆を動かしたい。 

【到達目標】 

R・シュトラウスは、絹を裂く音を音楽化する、と言ったそうです。それを目指しましょう。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

楽器の音域などは予め調べておきましょう。 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.第 14 回まで 演習内容はそれぞれに応じて決めていき

ます。 

私自身は、 

・幸田延のヴァイオリンソナタ 

・ウェーベルンのヴァイオリンとピアノによる 4 つの小品 

・ベリオのピアノのためのセクエンツァ 

をオーケストラ作品としてイメージした時の方法を考えスコ

アにします。 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【授業展開と内容-後期】 

1.第 14 回まで 並行してオーケストラの作品をピアノにリダ クションする作業も行います。 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【オフィスアワー】 

基本的に水曜日 5 限後しばらくは調布教員室にいるようにします。 

 

604 作曲法演習 C(基礎)ｱﾅﾘｰｾﾞ 

担当教員 石島 正博 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜音楽分析演習＞ 

ベートーヴェンを祖とする伝統的な主題系コンポジッションから、ブラームス、ドビュッシー、ヴェーベルン、バルトーク、ストラヴ

ィンスキーを経由して、ブーレーズの非主題系コンポジッションまでの技法の変遷を実際の分析を通して学ぶ。 

【到達目標】 

作品分析研究のプロセスが自らの創作へのきっかけ、あるいは範例となること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲科（創作）専攻生及びそれに準ずる者 

【授業の形式】 

演習【対面】またはオンライン 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

 

【授業展開と内容-前期】 

1.分析へのアプローチ 

前年度提出作品のプレゼンテーション Ⅰ 

アナリーゼとディスカッション 

2.主題系のコンポジッション  －類似と差異 Ⅰ－ 

Beethoven のピアノ・ソナタ op.2  

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 
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Beethoven: op.2.Nr.1 

3.Beethoven: op.2.Nr.2 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

4.Beethoven: op.2.Nr.3 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

5.Beethoven: op.7 ① 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

6.Beethoven: op.7 ② 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

7.Beethoven: op.53「ワルトシュタイン」① 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

8.Beethoven: op.53「ワルトシュタイン」② 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

9.Beethoven: op.53「ワルトシュタイン」③ 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

10.主題系のコンポジッション  －諸音形からの演繹－ 

Brahms：「ヘンデルの主題による変奏曲」 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

11.Brahms：「ヘンデルの主題による変奏曲」② 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

12.Brahms：「ヘンデルの主題による変奏曲」③ 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

13.Brahms：「ヘンデルの主題による変奏曲」④ 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

14.Brahms：「ヘンデルの主題による変奏曲」⑤ 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

【事前・事後学習-前期】 

受講生は前期•後期それぞれ 1 作品以上の研究対象作品を選び、ゼミナール形式によって分析結果を発表する。その後、私

が目的に応じた分析の手順•方法などをアドヴァイスし、作品についてさまざまな観点からディスカッションする。 

分析対象作品について、プレゼンター以外の受講生も原則として予習してくること。(目安各６０分) 、分析に必要な指定され

た書籍の通読、各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。  

授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業との関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

授業を振り返り、次回授業のために疑問点を整理しておくこと。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.主題系のコンポジッション －類似と差異 Ⅱ－ 

Beethoven: op.106「ハンマークラヴィア」 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

2.Beethoven: op.106「ハンマークラヴィア」② 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

3.Beethoven: op.106「ハンマークラヴィア」③ 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

4.Beethoven: op.106「ハンマークラヴィア」④ 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

5.ドビュッシーのコンポジッション－オブジェ・ソノール－ 

Debussy：12 Etudes 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

6.Debussy：12 Etudes ② 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

7.バルトークのコンポジッション－伝統とフォークロワな素材

との融合－ 

Bartok：「14 のバガテル」 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

8.Bartok：「14 のバガテル」② 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

9.Bartok：「14 のバガテル」③ 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

10.ヴェーベルンのコンポジッション－持続細胞、特殊な音

色、分節化、ダイナミックス特性－ 

Webern：Passacaglia op.1、Six Bagatelles op.9 etc. 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

11.主題系のコンポジッション－音形と構造の弁証法－ 

Webern：Variation op.30 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

12.ストラヴィンスキーのコンポジッション－動くものと動かな

いもの－ 

春の祭典、兵士の物語、結婚 etc. 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

13.メシアンのコンポジッション－音価と強度のモード－ 

Messiaen：4 つのリズムのエチュード 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 

14.非主題系のコンポジッション－無主題性－ 

Boulez : フルートとピアノのためのソナチネ （1946） 

プレゼンテーションとレクチャー、ディスカッション 
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【事前・事後学習-後期】 

プレゼンターは必要な準備を確実に行なってくること。指定された論文、参考文献を必ず読んでくること。プレゼンター以外の

受講生も、分析対象作品の予習をしてくること（目安 60分）、積極的に、分析対象作品をピアノで試奏してくること（目安 60分） 

【オフィスアワー】 

火曜日２限後、調布教員室 

 

605 作曲法演習 A(応用) 

担当教員 藤井 一興 特任教授 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

＜次なるステップに移行し、展開するための基本的演習の修得＞ 作曲家の考えたオーケストレーションの必然を分析し、次

なるステップに生かすこと。 

【到達目標】 

スタイルを把握し、的確にレジュメする能力を養い、次なる事項に分類し敷衍されたい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

基本的な和声・対位法・楽式を修めておられ、オーケストレーションも興味を持たれて欲しい。 

【授業の形式】 

【対面】講義。  バロックから古典、ロマン派、近・現代までのレパートリーを重奏的に研究する。 

授業は講義を中心とするが、1 つの事象に対し様々な見方があるので、都度ディスカッションされたい。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

様々なスタイルを吸収し、都度楽しんで頂きたい。 

【授業展開と内容-前期】 

1.モーツァルト Kv310 と 40 番のシンフォニー 

スリムなオーケストレーションと異名同音転調の醍醐味 

ポリフォニーの力 

2.シューマン 詩人の恋 

ハイネの文学を引き立てるサブドミナントの妙味 

歌とピアノのポリフォニー 

3.ドビュッシー 忘れられし小唄 

引き伸ばされたドミナートとアポジァトゥールと韻律の幸福な

リズム 

4.フォーレ バラード 

倚和音の美しさと内声のラインの交錯する持続 

5.フランス人の求めた日本の美 

ドビュッシー：イマージュ 1 集と 2 集 

刺繍するラインと経遇するクロマティック 

保続する色彩 

6.ドビュッシーのオーケストレーション 牧神の午後への前

奏曲 

ダブルにもトリプルにも読み替える和声のテクニック 

7.音楽の欲した変奏① 

ベートーヴェン：ディアベリ変奏曲 

変奏が変奏を生む持続のヴァイタリティ 

8.音楽の欲した変奏② 

シューマン：交響的練習曲 

シューマンの技術の底に潜む歌の持続力 
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9.フーガを欲したソナタベートーヴェン op.110 

フーガが神々しく歌われる推移の必然 

10.弦楽四重奏におけるフーガ ベートーヴェン 大フーガ 

最後まで積み重ねる作曲家の持続エネルギーとその技術 

11.オリヴィエ・メシアンのフーガ 

幼子イエスに注ぐ 20 のまなざしより 

第 6 番 現代音楽のフーガ 

12.オリヴィエ・メシアンのリズムカノンと天国の色彩 

幼子イエスに注ぐ 20 のまなざしの第 5 番と、天国の色彩の

バスのパワーと倍音の技術 

13.クセナキスのノン・オクタヴィヨンの理念とル・コルヴィジ

エからの音の建築の自在なデザイン力 

「シナファイ」「ヘルマ」を聴きながら 

14.シェトゥックハウゼンの計算された即興について 

クラヴィールシェトゥック第 11番を用いつつ、オーケストラ作

品も研究する 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分) 次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【授業展開と内容-後期】 

1.オリヴィエ・メシアン 世の終わりの為の四重奏曲 

平和への希求の精神の非可逆リズムの試み 

音の持続への必然 

2.デェティユー ピアノ・ソナタ 

一世を風靡した名曲。とてもクラシックな構成だが、美しい

和声に彩られたラインを終楽章の変奏に注目。 

3.三善晃 ヴァイオリン・コンチェルト 

立体的なオーケストレーションがヴァイオリンパートを支える。

ティンパニ―も美しい。 

4.ルチアーノ・ベリオ 歌の世界 

キャシー・バーべリアンが世界に広めたセクエンツァは有名

だが、他のフルート・ピアノの作品も有名。 

5.オリヴィエ・メシアンのアーメンの幻影 

現代の 2 台ピアノのレパートリーを代表する作品。リズムの

コンセプトが素晴らしい。 

6.アルドレ・ブークレシュリエフのアルシュペル 

ブークレシュリエフは、アルシュペルの作品群で書かれた

即興を試みた。 

7.オリヴィエ・メシアン 異国の島／ブーレーズのレジュヌさ

れた音組織とその集積。 

ピアノ・ソロとオーケストラの為の作品。素晴らしいホルンに

注目。 

プリ・スロン・プリ  無駄のないオーケストレーションと多様

なアタック。 

8.オリヴィエ・メシアン コウライウグイス 

コウライウグイスを取り囲む自然環境の音域 リズム・性格の

設定が素晴らしい 

9.オリヴィエ・メシアン クロサバクヒタキ 

完全四度の集積と中心音の設定 

対比される構成が素晴らしい 

10.ドビュッシー ”海” のオーケストレーション 

フランスのエトルタを表現したとされる、海のオーケストラの

ニュアンスが音色に与えたパレットが素晴らしい。 

11.ラヴェル ”ダフニスとクロエ”のオーケストレーション 

オーケストラを無駄なく響かせるテクニックと倍音の計算が

素晴らしい 

12.ラヴェル ”クープランの墓”のオーケストレーション 

音の重ね方と楽器法の素晴らしさ 

13.ラヴェル 夜のギャスパール 

”オンディーヌ” ”ル・ジベ”における施法と持続と保続。ス

カルボにおけるソナタの展開に注目したい。 

14.バッハ ”音楽の捧げもの”よりトリオ・ソナタ 

対位法の力が美しく、バスのラインが上声部を支配する様

を研究したい。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【オフィスアワー】 

火曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 
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606 作曲法演習 B(応用) 

担当教員 金子 仁美 教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

「20 世紀と 21 世紀の楽器法・管弦楽法」 

前期は楽器法を中心に取り組む。伝統的な書法の復習をスタートに、21 世紀に至るまでの変遷を学ぶ。20 世紀以降の楽器

法を受講生それぞれが研究し、発表する。また、演習で開拓した楽器法に基づく小編成作品を制作する。後期は管弦楽法を

中心に取り組む。伝統的なオーケストレーションの復習をスタートに、21 世紀に至るまでの変遷を学ぶ。20 世紀以降のオーケ

ストレーションを、前期の楽器法で学んだことを取り入れて研究し、各自の作品を制作する。 

【到達目標】 

受講生が創作家として、自らオーケストレーションを開拓し、独自の音楽を表現できることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

創作芸術の作曲専攻生および副専攻生で、作曲法演習基礎を習得した者。 

【授業の形式】 

【遠隔（対面で行う内容も含む）】演習（受講生の準備した担当テーマについての発表とディスカッション。受講生の作曲した作

品についての発表とディスカッション） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.伝統的楽器法 

3.20 世紀以降の楽器法の研究・弦楽器（１） ヴァイオリン、

ヴィオラ 

4.20 世紀以降の楽器法の研究・弦楽器（２）チェロ、コントラ

バス 

5.20 世紀以降の楽器法の研究・管楽器（１）  フルート、ク

ラリネット 

6.20 世紀以降の楽器法の研究・管楽器（２）オーボエ、ファ

ゴット 

7.20 世紀以降の楽器法の研究・管楽器（３） ホルン、トラン

ペット、トロボーン 

8.20 世紀以降の楽器法の研究・打楽器（１）  ティパニ、大

太鼓、タムタム、小物打楽器 

9.20 世紀以降の楽器法の研究・打楽器（２）  マリンバ、ヴ

ィブラフォン、アンティークシンバル 

10.20 世紀以降の楽器法の研究・鍵盤楽器（１） 

11.20 世紀以降の楽器法の研究・鍵盤楽器（２） 

12.自作の発表（１） 

13.自作の発表（２） 

14.自作の発表（３） 

【事前・事後学習-前期】 

・各自、与えられた課題を実施し、発表すること。 

・各自、演習で習得した内容を取り入れた作品を制作し、分析発表すること。レポート提出とは、作品のスコア提出を指す。 

【授業展開と内容-後期】 

1.オリエンテーション 

2.１９世紀までのオーケストレーション（１）  

3.１９世紀までのオーケストレーション（２）  

4.２０世紀のオーケストレーション（１）  
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5.２０世紀のオーケストレーション（２）  

6.２０世紀のオーケストレーション（３）  

7.２０世紀のオーケストレーション（４）  

8.２０世紀のオーケストレーション（５）  

9.２０世紀のオーケストレーション（６）  

10.２１世紀のオーケストレーション（１） 

11.２１世紀のオーケストレーション（２） 

12.受講生作品の発表（１） 

13.受講生作品の発表（２） 

14.受講生作品の発表（３） 

【事前・事後学習-後期】 

・各自、与えられた課題を実施し、発表すること。 

・各自、演習で習得した内容を取り入れた作品を制作し、分析発表すること。レポート提出とは、作品のスコア提出を指す。 

【オフィスアワー】 

未定。開講時に指示。 

 

607 作曲法演習 C(応用) 

担当教員 金子 仁美 教授 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

＜楽曲分析とプレゼンテーション演習＞作曲専攻生の芸術音楽に対する価値観／伝統から前衛に向けて貫かれるものとは

何か／個のアイデンティティーと普遍との関わり／演奏・聴衆との対峙／技法と倫理などを共に探ってゆく。 

【到達目標】 

作曲専攻生を対象に、20 世紀以降の作品を通して、そのコンセプト、語法、作曲技法、楽器法などを可能な限り丁寧に読み

込み、分析する。受講生に楽曲分析プレゼンテーションの機会を可能な限り設けることで、分析力を高めると同時に、作品に

対する洞察力を養う。各自が作曲家として、自分の創作を考えてゆく力を持つことを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生および副専攻生（分析の基礎を習得した者） 

【授業の形式】 

【遠隔（対面で行う内容も含む）】講義・演習・研究発表(受講生による) 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.新ウィーン楽派の作品分析発表（１） 

3.新ウィーン楽派の作品分析発表（２） 

4.新ウィーン楽派の作品分析発表（３） 

5.新ウィーン楽派の作品分析発表（４） 

6.新ウィーン楽派の作品分析発表（５） 

7.新ウィーン楽派の作品分析発表（６） 

8.20 世紀初頭生まれの作曲家の作品分析発表（１） 

9.20 世紀初頭生まれの作曲家の作品分析発表（２） 

10.20 世紀初頭生まれの作曲家の作品分析発表（３） 

11.20 世紀初頭生まれの作曲家の作品分析発表（４） 

12.1920 年代生の作曲家の作品分析発表（１） 

13.1920 年代生の作曲家の作品分析発表（２） 

14.1920 年代生の作曲家の作品分析発表（３） 
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【事前・事後学習-前期】 

・各自、与えられた課題を実施し、発表すること。 

・各自、演習で習得した内容を取り入れた作品を制作し、分析発表すること。レポート提出とは、作品のスコア提出を指す。 

【授業展開と内容-後期】 

1.1930 年代生の作曲家の作品分析発表（１） 

2.1930 年代生の作曲家の作品分析発表（２） 

3.1940 年代生の作曲家の作品分析発表（１） 

4.1940 年代生の作曲家の作品分析発表（２） 

5.1950 年代生の作曲家の作品分析発表（１） 

6.1950 年代生の作曲家の作品分析発表（２） 

7.1960 年代生の作曲家の作品分析発表（１） 

8.1960 年代生の作曲家の作品分析発表（２） 

9.1970 年代生の作曲家の作品分析発表（１） 

10.1970 年代生の作曲家の作品分析発表（２） 

11.1980 年代生の作曲家の作品分析発表（１） 

12.1980 年代生の作曲家の作品分析発表（２） 

13.自作の作品分析発表（１） 

14.自作の作品分析発表（２） 

【事前・事後学習-後期】 

・各自、与えられた課題を実施し、発表すること。 

・各自、演習で習得した内容を取り入れた作品を制作し、分析発表すること。レポート提出とは、作品のスコア提出を指す。 

【オフィスアワー】 

水曜 １５：００ ～１６：００ 教員室   ※事前にメールで予約してください。kaneko@tohomusic.ac.jp 

【教材】 

授業時に指示 

 

608,609 作曲法演習 EⅠ合唱曲(前期),(後期) 

担当教員 鈴木 輝昭 教授 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

合唱音楽の領域を対象として考えた時、作曲家として、或いは学校音楽の教員として、創作、編作の技術は多くの現場で求

められている。本演習の授業では、声の持つ機能の基礎的な解説に始まり、合唱音楽と和声法、対位法の総合的な関連を、

実習を通して研究する。特に合唱曲編曲の技法を身に付ける事を重視し、学校教育の現場で扱われる歌や古今の名曲の具

体的な編作法を習得してゆく。 

【到達目標】 

＜前期＞音楽的内容、本質的価値の伴った合唱編曲作品の実現。 

＜後期＞音楽的内容、本質的価値の伴った合唱編曲および創作曲の実現。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

〈編作芸術〉の作曲専攻生及び副専攻生を対象とする。 

【授業の形式】 

【対面】講義/演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.【作曲法演習 E1 合唱曲】では、声楽、合唱作品におけ

る声の基礎的な知識を、添付資料を基に解説します。 

本講座を受講する学生は、桐朋ドメインのメールアドレスに

て氏名と講座名「作曲法演習」を明記し、課題を添付して

次のアドレスに登録すること。なお、課題は添付資料参照。 

onrisuzuki62@gmail.com 

2.声楽法解説。言語と旋律に関する考察。旋律と和声に関

する考察。 

言葉とフレーズに関する考察。具体的な実習。 

3.声楽法解説。言語と旋律に関する考察。旋律と和声に関

する考察。 

言葉とフレーズに関する考察。具体的な実習。 

4.声楽法解説。言語と旋律に関する考察。旋律と和声に関

する考察。 

言葉とフレーズに関する考察。具体的な実習。 

5.声楽法解説。言語と旋律に関する考察。旋律と和声に関

する考察。 

言葉とフレーズに関する考察。具体的な実習。 

6.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

7.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

8.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

9.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

10.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

11.キリスト教音楽、宗教作品の分析と、その編曲の実施。

検証。 

12.キリスト教音楽、宗教作品の分析と、その編曲の実施。

検証。 

13.キリスト教音楽、宗教作品の分析と、その編曲の実施。

検証。 

14.実際の演奏による発表。 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ガイダンス 

2.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

3.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

4.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

5.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

6.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

7.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

8.ラテン語による単旋聖歌の合唱編曲への試み。 

9.ラテン語による単旋聖歌の合唱編曲への試み。 

10.ラテン語による単旋聖歌の合唱編曲への試み。 

11.日本の古典文学~現代詩をテキストとした創作合唱曲の

作成。 

12.日本の古典文学~現代詩をテキストとした創作合唱曲の

作成。 

13.日本の古典文学~現代詩をテキストとした創作合唱曲の

作成。 

14.実際の演奏による作品発表。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

水曜日 ５限後 調布教員室 

【教材】 

適宜指示及び配布。 

 

610,611 作曲法演習 EⅡ吹奏楽曲(前期),(後期) 

担当教員 伊藤 康英 講師 曜日時限 土 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

平易な吹奏楽の編曲（オーケストレイション）の基本から、本格的な吹奏楽作曲までの方法を学ぶことを通して、日本や世界の

吹奏楽の現状や歴史などを踏まえて、吹奏楽の将来を探る。 

【到達目標】 

吹奏楽作品の作曲。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（編作）および副専攻生（編作） 

吹奏楽の魅力を知ってもらいたいため、とくにこれまでの吹奏楽経験の有無は問わない。ただし、簡単なオーケストレイション

（管弦楽）の知識があることが望ましい。また、吹奏楽のスコアには移調楽器が多いため、各種の音部記号（特にテノール記号、

メッゾ・ソプラノ記号）の読譜に習熟していることが望ましい。 

【授業の形式】 

少人数の演習形式だが、各学生がそれぞれの作曲、編曲に取り掛かった段階から、オンラインでの個人レッスン形態に切り替

えることもあります。初回授業時に指示します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.〈ガイダンス〉日本や世界の吹奏楽の現状、吹奏楽の歴

史や、主要レパートリーを知る。 

履修学生の吹奏楽経験などを確認の上、個々の学生のそ

れぞれの方針を決定する。 

以下のシラバスは、最低限習得してもらいたいガイドライン

として提示する。 

2.吹奏楽の古典的名曲の分析１（G.Holst／First Suite１） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習１（木管楽器１） 

3.吹奏楽の古典的名曲の分析２（G.Holst／First Suite２） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習２（木管楽器２） 

4.吹奏楽の古典的名曲の分析３（G.Holst／First Suite３） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習３（木管楽器の組合せ） 

5.吹奏楽の古典的名曲の分析４（G.Holst／Second Suite１） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習４（金管楽器） 

6.吹奏楽の古典的名曲の分析５（G.Holst／Second Suite２） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習５（金管楽器の組合せ） 

7.吹奏楽の古典的名曲の分析６（G.Holst／Second Suite３） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習６（木管楽器と低音金

管楽器の組み合わせ、その他の低音楽器、打楽器） 

8.吹奏楽作品の分析を通してオーケストレイションを知る１

（F.Erickson／Toccata for Band） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習７（初級バンドのため

の編曲１） 

9.吹奏楽作品の分析を通してオーケストレイションを知る２

（J.Barnes／Alvamar, Overture） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習７（初級バンドのため

の編曲２） 

10.吹奏楽作品の分析を通してオーケストレイションを知る３

（J.Ph.Sousa／El Capitan, March） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習８（フル・バンド１） 

11.吹奏楽作品の分析を通してオーケストレイションを知る４

（J.S.Bach（伊藤康英編曲／Chaconne） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習９（フル・バンド２） 

12.吹奏楽の古典的名曲の分析７（A.Schoenberg／Thema 

and Variations１） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習 10（フル・バンド３） 

13.吹奏楽の古典的名曲の分析８（A.Schoenberg／Thema 

and Variations２） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習 11（フル・バンド４） 

14.吹奏楽の古典的名曲の分析９（A.Schoenberg／Thema 

and Variations３） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習 12（フル・バンド５） 

前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

作曲レッスンと同様、積極的に作品を書き進めてほしい。 
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【授業展開と内容-後期】 

1.さまざまな吹奏楽作品の分析１（R.Vaughan Williams／

English Folksong Suite） 

吹奏楽作品の制作実習１（履修学生の状況に応じ、レッス

ン形式でそれぞれの学生の制作を指導する。第２回以降も

同様） 

2.さまざまな吹奏楽作品の分析２（F.Schmitt／Dionysiaque） 

吹奏楽作品の制作実習２ 

3. さまざまな吹奏楽作品の分析３ （ P.A.Grainger ／

Lincolnshire Posy） 

吹奏楽作品の制作実習３ 

4.さまざまな吹奏楽作品の分析４（D.Milhaud／ Suite 

Française） 

吹奏楽作品の制作実習４ 

5.さまざまな吹奏楽作品の分析５（P.Hindemith／Symphony 

in B flat） 

吹奏楽作品の制作実習５ 

6. さ ま ざ ま な 吹 奏 楽 作 品 の 分 析 ６ （ I.Stravinsky ／

Symphonies of Wind Instruments） 

吹奏楽作品の制作実習６ 

7.さまざまな吹奏楽作品の分析７（K.Husa／Music for 

Prague 1968） 

吹奏楽作品の制作実習７ 

8.さまざまな吹奏楽作品の分析８（A.Reed／Armenian 

Dances part1） 

吹奏楽作品の制作実習８ 

9.さまざまな吹奏楽作品の分析９（三善晃／深層の祭） 

吹奏楽作品の制作実習９ 

10.さまざまな吹奏楽作品の分析 10（L.Bernstein／Prelude, 

Fugue and Riffs） 

吹奏楽作品の制作実習 10 

11.さまざまな吹奏楽作品の分析11（伊藤康英／交響詩「ぐ

るりよざ」） 

吹奏楽作品の制作実習 11 

12.吹奏楽作品の制作実習 12（作品完成に向けて１） 

13.吹奏楽作品の制作実習 13（作品完成に向けて２） 

14.吹奏楽作品の制作実習 14（作品完成に向けて３） 

後期まとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

作曲レッスンと同様、積極的に作品を書き進めてほしい。 

【オフィスアワー】 

土曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【テキスト】 

1.吹奏楽の歴史 秋山紀夫 2013 年 978-4-87164-313-9  

2.タイム＆ウィンズ F. フェネル 1985 年 4-333-01170-1  

備考：絶版 

3.ベーシック・バンド・レパートリー F.フェネル 1985 年 4-333-01169-8  

備考：絶版 

4.バンドのための編曲法 F.エリクソン（伊藤康英訳） 1990 年 4-8110-0103-6  

備考：絶版 

5.Arranging for the Concert Band F.エリクソン 1985 年 978-0769257709  

備考：「バンドのための編曲法」原著」。Kindle でも入手可。 

6.吹奏楽のための第１組曲 変ホ長調〔原典版〕 G.Holst（校訂・解説 伊藤康英） \900 978-4-86060-405-9  

備考：ポケットスコア 

7.吹奏楽のための第２組曲 へ長調〔原典版〕 G.Holst（校訂・解説 伊藤康英） \900 978-4-86060-406-6  

備考：ポケットスコア 

【教材】 

掲示したテキストを購入しなくても、授業には差し障りがなく進められるようにする。（現状として、吹奏楽のオーケストレイション

についての優れた本がないため）。それより、さまざまな吹奏楽作品のスコアに接してほしい。気に入った作品があればスコア

を各自購入することをお勧めするが、海外取り寄せなど入手困難なものも多数ある。授業のたびに、さまざまな吹奏楽のスコア



 70 

に接してもらえるように授業を進めていく。 

 

612 作曲法演習 DⅠ指揮基礎 

担当教員 村上 寿昭 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

指揮法教程を用いて指揮法の基本を学ぶ。様々な音楽表現の振り方、奏者とのコミュニケーション能力を身に付ける。 

スコアリーディング を行うことにより、オーケストレーションや記譜法を学ぶ。 

【到達目標】 

指揮法教程を学び、テクニックを身に付ける。  小編成の自身の作品を指揮する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（編作）および副専攻生（編作） 

【授業の形式】 

【対面】演習、講義 

実践が中心の授業なので、できる限り対面で実施します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.【対面】オリエンテーション、演習 

2.【対面】演習 

3.【対面】演習 

4.【対面】演習 

5.【対面】演習 

6.【対面】演習 

7.【対面】演習 

8.【対面】演習 

9.【対面】演習 

10.【対面】演習 

11.【対面】演習 

12.【対面】演習 

13.【対面】演習 

14.【対面】または【遠隔】 演習 

【事前・事後学習-前期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。与えられた課題を次回までに準備、練習しておくこと。 

〈夏休みの課題〉 

短めのピアノ曲、あるいは小編成の作品を作曲する。スタイルは自由に。後期の授業で、その作品を自身で指揮してもらいま

す。 

【授業展開と内容-後期】 

1.【対面】演習 

2.【対面】演習 

3.【対面】演習 

4.【対面】演習 

5.【対面】演習 

6.【対面】演習 

7.【対面】演習 

8.【対面】演習 

9.【対面】演習 

10.【対面】演習 
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11.【対面】演習 

12.【対面】演習 

13.【対面】演習 

14.【対面】演習 

【事前・事後学習-後期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。与えられた課題を次回までに準備、練習しておくこと。 

【オフィスアワー】 

LINE、メールにて自由に質問、意見を受け付けます。 

【テキスト】 

1.指揮法教程 斎藤秀雄  

 

613 作曲法演習 DⅠ指揮応用 

担当教員 村上 寿昭 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

指揮法教程を用いて引き続き指揮法の基本を学ぶ。さらに変拍子や様々な音楽表現の振り方、奏者とのコミュニケーション能

力を身に付ける。  オーケストラ作品を分析し、指揮する。 スコアリーディング を行うことにより、オーケストレーションや記譜

法を学ぶ。 

【到達目標】 

指揮法教程を学び、テクニックを身に付ける。  小編成の自身の作品を指揮する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特別な場合を除き、作曲専攻生（編作）および副専攻生（編作）で、作曲法演習 DⅠ指揮基礎を既に履修した学生。 

【授業の形式】 

【対面】演習、講義  実践が中心の授業なので、できる限り対面で実施します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.【対面】オリエンテーション、演習 

2.【対面】演習 

3.【対面】演習 

4.【対面】演習 

5.【対面】演習 

6.【対面】演習 

7.【対面】演習 

8.【対面】演習 

9.【対面】演習 

10.【対面】演習 

11.【対面】演習 

12.【対面】演習 

13.【対面】演習 

14.【対面】または【遠隔】  演習 

【事前・事後学習-前期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。与えられた課題を次回までに準備、練習しておくこと。 

〈夏休みの課題〉 

短めの小編成の作品を作曲する。スタイルは自由に。後期の授業で、その作品を自身で指揮してもらいます。 
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【授業展開と内容-後期】 

1.【対面】演習 

2.【対面】演習 

3.【対面】演習 

4.【対面】演習 

5.【対面】演習 

6.【対面】演習 

7.【対面】演習 

8.【対面】演習 

9.【対面】演習 

10.【対面】演習 

11.【対面】演習 

12.【対面】演習 

13.【対面】演習 

14.【対面】演習 

【事前・事後学習-後期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。与えられた課題を次回までに準備、練習しておくこと。 

【オフィスアワー】 

LINE、メールにて自由に質問、意見を受け付けます。 

【その他】 

授業では様々な曲を扱います。スコアや連弾伴奏譜を準備してください。コピーでも構いません。詳しくは授業内で指示しま

す。 

 

614 作曲法演習 DⅡ 

担当教員 莱 孝之 特任教授 曜日時限 火 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

<インタラクティブ・コンピュータ音楽作曲実習> 

コンピュータ音楽制作のためのスタンダード・ツールとなっている Max アプリケーションを用いて、楽器（声）とライブ・コンピュー

タ・システムのためのインタラクティブ・コンピュータ音楽創作に挑む。 

【到達目標】 

Max プログラミングの基礎を学んだ後、さまざまなコンピュータ音合成技術やリアルタイム音声信号処理技術を Max でプログラ

ミング。後期授業では、楽器とコンピュータのためのインタラクティブ・コンピュータ音楽創作手法を学習し、楽器（声）とライブ・

コンピュータ・システムのための作品を秋の中間発表（コンサート）で演奏。さらに、より高度な音声信号処理技術を応用して、

学年末に催される「コンピュータ音楽コンサート」において新作を発表する。 

備考：学習速度により、授業進行ペースを変更する。また、本授業履修経験者には、別メニューを用意する予定。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（創作、編作）および副専攻生（創作、編作） 

【授業の形式】 

演習。対面と遠隔の併用を予定。 

授業教室（C209）にはコンピュータが１台しかないため、履修学生は Max がインストールされているラップトップ・コンピュータを

持参することが望ましい。Max は Macintosh コンピュータ、および Windows PC で稼働する。（備考：Macintosh コンピュータ推

奨）  授業開始当初は、Max の 30 日間デモライセンスを使用して学習を開始することも可能。Max に関する詳細は 

http://cycling74.com を参照のこと。 

 



 73 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.注意：履修予定者は 、その旨、rai@tohomusic.ac.jp ま

でメールを送ってください。 

Max プログラミングの基本 1 (UI tools, function objects, and 

calculation) 

2.Max プログラミングの基本 2 (UI tools, function objects, 

and calculation) 

3.コンピュータ音合成技術の基礎 1 (using sine wave) 

4.コンピュータ音合成技術の基礎 2 (using sine wave) 

5.コンピュータ音合成技術の基礎 3 (drawing wave form) 

6.コントロールデータ演算 1 (handling control data) 

7.MIDI データ制御 (using MIDI input and output) 

8.コントロールデータ演算 2 (table object) 

9.コントロールデータ演算 3 (table object) 

10. コンピュータ音合成技術 1 (building sine wave 

polyphonic synthesizer) 

11.コンピュータ音合成技術 2 (building AM polyphonic 

synthesizer) 

12.コンピュータ音合成技術 3 (FM) 

13.コンピュータ音合成技術 4 (building FM polyphonic 

synthesizer) 

14.音声信号処理技術 1 (delay, feedback, pitchshift, 

amplitude modulation, variable delay) 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示する Max パッチや課題を作ってくること。また、復習として Max パッチ内のデータの流れをたどり、動作を理解

すること。(目安 30ー60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.音声信号処理技術 2 (using buffer~) 

2.音声信号処理技術 3 (building sampler polyphonic 

synthesizer) 

3.音声信号処理技術 4 (loop recording and playback) 

4. イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ・ コ ン ピ ュ ー タ 音 楽 制 作 法 1 

(understanding Main patch system) 

5.インタラクティブ・コンピュータ音楽制作法 2 (building 

Main patch using list object) 

6.インタラクティブ・コンピュータ音楽実習 (中間発表)  備

考：発表日は前後する可能性あり。 

7.ポスト・プロダクション実習 1 (ProTools) 

8.ポスト・プロダクション実習 2 (ProTools) 

9.音声信号処理技術 6 (using FFT and iFFT) 

10.音声信号処理技術 7 (grain base frequency modulation) 

11.音声信号処理技術 8 (phase vocoder) 

12.音声信号処理技術 9 (some other possibilities) 

13.インタラクティブ・コンピュータ音楽制作法 3 (advanced 

Main patch) 

14.インタラクティブ・コンピュータ音楽作品制作実習／学年

末発表：インタラクティブ・コンピュータ音楽コンサート 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示する Max プログラミングを次の授業までに組んでおくこと。各人が音合成や音声信号処理のための自分のアイ

ディアを Max で実現するよう努力してくることが望ましい。 

楽器パートの作曲、自作品のための Max パッチ制作。事前学習：60 分、事後学習：30 分 

【オフィスアワー】 

email にて受け付ける。必要とあらば、調布キャンパスにて授業後に時間を確保します。 

【テキスト】 

1.日本の電子音楽 続インタビュー編 川崎弘二・松井茂編 2013 年  

備考：WR06-511 

2.コンピュータと音楽の世界 共立出版 1999 年  

備考：WT01-603 

3.インタラクティブ・コンピュータ音楽の世界 莱孝之作品集 （CD） FONTEC 2013 年  

備考：CD81-613 
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4.Electronic Music and Sound Design A.Cipriani/M.Giri 2019 年 978-8899212100  

備考：Fourth Edition 

5.Electronic and Computer Music Manning, Peter 2013 年  

備考：S11-278 

6.Foundation of Computer Music Roads, Curtis/Strawn, John (ed.s) 1987 年  

備考：S11-284 

7.The Music Machine Roads, Curtis  (ed.s) 1992 年  

備考：S11-285 

【教材】 

Web サイト：TRMaxClass (URL 等は授業開始時に周知する) 

Max に付属している tutorial、および help。 

【その他】 

11 月か 12 月に中間発表演奏会を実施予定。また、3 月初旬に学年末作品発表演奏会を開催する。 

 

621,622 芸術音楽 1(前期),2(後期) 

担当教員 工藤 真希子 講師 曜日時限 月 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ロシアと聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？ロシア人作曲家の作品を演奏することはあっても、実はロシアのことを良く知

らないという方も多いのではないでしょうか。日本のすぐ隣から始まってヨーロッパまで達する広大な大地と、多様な文化を包

含する不思議の国ロシア。そんな国で生まれた音楽は骨太で泥臭く、またロマンティックでメランコリックだったりなど、感情を

根底から突き動かすようなパワーがあります。この講義では、激動の時代や厳しい環境に常に翻弄されながらも力強く発展し

続けたロシア芸術音楽の代表的な作曲家とその楽曲を、歴史や文化背景を交えながら紹介していきたいと思います。 

【到達目標】 

ロシアに対する理解を出来るだけ深めて頂き、ロシア人作曲家の作品を演奏する時に、作曲家自身が想像していたものと近

いものが皆さんの頭の中に浮かんでくれるようになるといいなと思います。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

全学生対象です。 

【授業の形式】 

【対面】講義。映像や音源も視聴します。 

受講希望者で登校が困難な学生は、事前に kudo-makiko@pl.tohomusic.ac.jp までご連絡下さい。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

レポートは前期・後期ともに学期末に提出になります。 

単位取得に必要な出席回数等、詳細は第 1 回目の講義時にお伝えします。 
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【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション：ロシア・ソ連の歴史と、今後紹介する作

曲家の属する時代を簡単に説明 

2.ロシア芸術音楽の始まり 

グリンカ：近代ロシア音楽の父、ダルゴムィシスキー：もう一

人のロシア音楽の父 

3.「力強い一団」(ロシア 5 人組：ロシア国民楽派) 

バラキレフ：ロシア国民楽派のプロジェクトリーダー、キュイ：

理論派の音楽評論家 

4.「力強い一団」 

ボロディン：偉大なる日曜作曲家 

5.「力強い一団」 

ムソルグスキー①：国民楽派を最も貫いた異才 

6.「力強い一団」 

ムソルグスキー②：国民楽派を最も貫いた異才 

7.「力強い一団」 

リムスキー＝コルサコフ：煌びやかな音の色彩画家 

8.チャイコフスキー①：ロシア音楽界のヒットメーカー 

9.チャイコフスキー②：ロシア音楽界のヒットメーカー 

10.チャイコフスキー③：ロシア音楽界のヒットメーカー 

11.チャイコフスキー④：ロシア音楽界のヒットメーカー 

12.タネーエフ：モスクワ楽派の優等生 

13.アレンスキー：ロマンティックな正統派 

14.リャードフ：最後の国民楽派の継承者 

グラズノフ：時代に翻弄されたロシア・ロマン派の最後の巨

星 

【事前・事後学習-前期】 

配布プリントを講義後に見直し、講義中に興味を持った楽曲の音源や映像を視聴してみたり、楽譜を手に入れて実際に演奏

してみたり、また関連の書籍に触れたりなどして頂けますと、ロシア音楽に対する理解がより深まるかと思います。 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション 

ラフマニノフ①：新時代のロマンチスト 

2.ラフマニノフ②：新時代のロマンチスト 

3.ラフマニノフ③：新時代のロマンチスト 

4.スクリャービン①：神秘的な謎の異才 

5.スクリャービン②：神秘的な謎の異才 

6.ストラヴィンスキー①：変幻自在の革新者 

7.ストラヴィンスキー②：変幻自在の革新者 

8.ストラヴィンスキー③：変幻自在の革新者 

9.メトネル：遅れて来たロマン派 

10.プロコフィエフ①：時代に翻弄された皮肉な天才 

11.プロコフィエフ②：時代に翻弄された皮肉な天才 

12.ショスタコーヴィチ①：ソヴィエト芸術の光と影 

13.ショスタコーヴィチ②：ソヴィエト芸術の光と影 

14.ショスタコーヴィチ③：ソヴィエト芸術の光と影 

【事前・事後学習-後期】 

配布プリントを講義後に見直し、講義中に興味を持った楽曲の音源や映像を視聴したり、楽譜を手に入れて実際に演奏して

みたり、また関連の書籍に触れたりなどして頂けますと、ロシア音楽に対する理解がより深まるかと思います。 

【オフィスアワー】 

授業時に質問して下さい。 

【教材】 

講義ごとにプリントを配布します。 

【その他】 

授業に関する質問等ありましたら、kudo-makiko@pl.tohomusic.ac.jp までご連絡下さい。 
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623,624 芸術音楽 3(前期),4(後期) 

担当教員 鈴木 輝昭 教授 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

日本の音楽~日本伝統音楽から 20 世紀の創作芸術を俯瞰する。 

明治以降、我が国には西洋音楽の波が押し寄せ、演奏芸術は急速な進化・発展の道を辿ることになる。しかしながら作曲の

分野に関して言えば、既にヨーロッパを中心とする同時代の音楽は、調性の様式から拡大、拡散、崩壊の過程にあり、所謂古

典主義、ロマン主義以降の時代にあって、我が国は漸く創作芸術の黎明期を迎えた。その様な情勢の中で、西洋の語法を享

受し、実践し、そして我が国固有の音楽文化を確立するべく模索し、生み出していった作曲家達の試みと足跡を展望する。同

時に、日本音楽のアイデンティティーを見出していく上で、伝統芸能、伝統音楽が表現の深層で如何に作用し脈打ってきたか

を見据えていかなければならない。 

その様な背景を認識しながら、日本から発信される創作音楽の姿、在り方、海外に及ぼす影響、これから先問われる課題など

を考えていく。また、日本の同時代作品が演奏の領域に積極的に取り入れられる機会として活かされる事を望んでいる。 

【到達目標】 

前期）日本の伝統音楽と 20 世紀の創作芸術を識る。 

後期）日本の作曲家の活動を理解し、固有の音楽芸術の在り方を考察する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特に設けないが、日本の作品を演奏のレパートリーとして扱う意識を持つ学生。 

【授業の形式】 

【対面】講義。視聴。受講生の論説発表。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.【芸術音楽 3】は、日本の伝統芸能に関する解説から授

業を開始する。授業は、論説と共に添付資料を参照して頂

きたい。 

本講座を受講する学生は、桐朋ドメインのメールアドレスに

て氏名と講座名「芸術音楽 3」を明記し、課題を添付して次

のアドレスに登録すること。課題の内容は添付資料参照の

こと。 

onrisuzuki62@gmail.com 

2.日本伝統音楽(雅楽) 

3.日本伝統音楽(雅楽) 

4.日本伝統音楽(能楽) 

5.日本伝統音楽(能楽) 

6.山田耕筰の音楽 

7.池内友次郎、團伊玖磨、芥川也寸志、黛敏郎、別宮貞

雄、石井真木、三木稔ほかの音楽 

8.池内友次郎、團伊玖磨、芥川也寸志、黛敏郎、別宮貞

雄、石井真木、三木稔ほかの音楽 

9.池内友次郎、團伊玖磨、芥川也寸志、黛敏郎、別宮貞

雄、石井真木、三木稔ほかの音楽 

10.池内友次郎、團伊玖磨、芥川也寸志、黛敏郎、別宮貞

雄、石井真木、三木稔ほかの音楽 

11.池内友次郎、團伊玖磨、芥川也寸志、黛敏郎、別宮貞

雄、石井真木、三木稔ほかの音楽 

12.武満徹の音楽 Ⅰ 

13.三善晃の音楽 Ⅰ 

14.授業内における論述筆記試験。 
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【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.日本伝統音楽(声明、琵琶) 

2.日本伝統音楽(声明、琵琶) 

3.日本伝統音楽(箏曲、浄瑠璃) 

4.日本伝統音楽(箏曲、浄瑠璃) 

5.滝 廉太郎の音楽 

6.入野義朗、柴田南雄、矢代秋雄、林光、間宮芳生、松村

禎三、湯浅譲二、八村義夫ほかの音楽 

7.入野義朗、柴田南雄、矢代秋雄、林光、間宮芳生、松村

禎三、湯浅譲二、八村義夫ほかの音楽 

8.入野義朗、柴田南雄、矢代秋雄、林光、間宮芳生、松村

禎三、湯浅譲二、八村義夫ほかの音楽 

9.入野義朗、柴田南雄、矢代秋雄、林光、間宮芳生、松村

禎三、湯浅譲二、八村義夫ほかの音楽 

10.入野義朗、柴田南雄、矢代秋雄、林光、間宮芳生、松

村禎三、湯浅譲二、八村義夫ほかの音楽 

11.入野義朗、柴田南雄、矢代秋雄、林光、間宮芳生、松

村禎三、湯浅譲二、八村義夫ほかの音楽 

12.武満徹の音楽Ⅱ 

13.三善晃の音楽Ⅱ 

14.授業内における論述筆記試験。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 ５限後 調布教員室 

【教材】 

必要に応じて配布する。 

 

625,626 芸術音楽 5(前期),6(後期) 

担当教員 下山 静香 講師 曜日時限 水 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

芸術音楽 5（前期）は、「スペイン音楽入門」として、スペインの歴史・文化や人となりにも触れながら中世から現代までの音楽

史を概観し、スペイン音楽のエッセンスを理解する。 

芸術音楽 6（後期）は、スペイン近代を中心に作曲家や楽曲の研究を行ないつつ、文学や絵画など他ジャンルのかかわりを含

めた幅広い視野でその音楽世界をとらえていく。 

【到達目標】 

コンクールの課題曲にも登場し、国際的にみれば「特殊な音楽ジャンル」ではなくなっているスペイン音楽。認知が遅れていた

日本の音楽界でも、ここ 10 数年で大きな変化が起きつつある。 

この授業は、他国の音楽とは違う個性にアプローチするために欠かせない「スペイン音楽の基礎知識」を備え、自身の演奏や

鑑賞に生かしてもらうことを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

「芸術音楽 6」の履修は、すでに「芸術音楽 5」を履修していることを原則とする。（「6」は、「5」で学習した基礎知識を前提とした

内容となるため） 
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【授業の形式】 

【対面】講義を中心とし、さまざまな音源、映像も活用する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○ ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション ～「スペイン」とは、その特殊性の正体 

スペイン音楽は、なぜ他のヨーロッパ音楽と異なる個性をも

っているのか。スペインの複雑な歴史、多様な風土、人々

の暮らしやキャラクターなどをとおして「スペイン」とは何かを

探り、スペイン音楽の本質に近づく第一歩とする。 

2.スペイン音楽の特色 

スペイン音楽固有の特色を、例とともに知り、体験する。 

3.スペインの舞踊音楽Ⅰ 

様々な 3 拍子系の舞踊音楽をその本来の姿とともに紹介し、

実際の作品でどのように生かされているかをみていく。 

4.スペインの舞踊音楽Ⅱ 

2 拍子系および 5 拍子の舞踊音楽を紹介し、実際の作品

例をみていく。 

5.スペインの「唄」の世界 

民謡の宝庫でもあるスペイン。さまざまな民謡を中心に、ス

ペイン的な「うた」の世界を味わう。 

6.華ひらく中世の音楽 

中世スペインの豊かな音楽は、後世の作曲家たちもルーツ

の一つとして意識している。いわゆる「バッハ以前」の音楽

にも目を向けることは、またひとつ理解を深めることにつな

がるといえよう。 

7.黄金世紀の輝き 

「黄金世紀」と呼ばれる時代には、他国に先駆けて器楽音

楽が発達した。オルガンとビウエラの隆盛を中心に、国際

的な視野も持ちながらみていく。 

8.サルスエラ ～スペイン式オペレッタの世界 

日本では上演の機会が少ないサルスエラ。声楽以外の専

攻生も自身の演奏や解釈に役立つ、スペイン性が詰まった

舞台芸術を紹介する。 

9.バロックから古典期の音楽 

古典派の時代の音楽が知られていないことが、ドイツ目線

で確立された音楽史上でスペイン音楽の地位が上がらな

かった要因の一つでもある。知られざるこの時代の音楽を

「再発見」してみたい。 

10.ギターの世界 

スペインといえば、やはり「ギター」であろう。ギター以外の

楽器のための作品が「ギターの言語」で書かれていることも

多く、ギターという楽器とその音楽を知ることは、スペイン音

楽においては必須と言える。 

11.近・現代の音楽Ⅰ 

19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて、スペイン近代音楽

が目覚め国際的に評価され始める時代の作曲家を紹介し

ていく。 

12.近・現代の音楽Ⅱ 

20世紀前半、激動の時代のなかで作曲家たちがどのように

生き、音楽を創造したのかも含め、スペイン音楽史をみて

いく。 

13.フラメンコ 

一般的に、スペインの音楽芸術としてまず思い浮かぶのは

フラメンコであろう。今や世界的なエンターテインメント芸術

となったフラメンコはどのように生まれ育ち、何を本質とする

のだろうか？ 

14.【遠隔（動画配信）の予定】近・現代の音楽Ⅲ 

「近・現代の音楽Ⅱ」の続き。「スペイン性」を持ち続ける現

代作曲家も紹介する予定。 

 

【事前・事後学習-前期】 

時間を有効に使うため授業に集中し、不明点、質問等あれば次回にもってくること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.作曲家研究Ⅰ 

イサーク・アルベニスのピアノ作品からピックアップし、ギタ

ーやオーケストラ編曲への広がりも鑑賞。使用予定作品：

《スペインの歌》《イベリア》など 

2.作曲家研究Ⅱ 

マヌエル・デ・ファリャは、スペイン近代音楽史上もっとも重

要な作曲家の 1 人である。様々な形態の音楽作品から、特

に意義深いものをとりあげる。 

3.作曲家研究Ⅲ 

マヌエル・デ・ファリャ第 2 回。楽曲の分析も行なう。 
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4.作曲家研究Ⅳ 

フェデリコ・モンポウは「孤高の音楽家」「ピアノの詩人」と呼

ばれ、ピアノ愛好家に大変人気がある。ほかにはない「モン

ポウの響き」の秘密にせまる。 

5.作曲家研究Ⅴ 

地中海沿岸地域の作曲家たちを紹介する予定。 

6.世界的な弦楽器奏者＝作曲家たち 

スペインが生んだ、パブロ・サラサーテ、パウ・カザルスとい

う巨人たち。彼らは一流の演奏家であると同時に、作曲家

としても名を残している。この二人を中心に、やはりチェリス

ト＝コンポーザーだったカザルスの高弟カサドもとりあげる。 

7.スペインのピアニズムとは？ 

アルベニス、グラナドス、ファリャは大変優れたピアニストで

もあった。ビニェス、ラローチャなど名演奏家を多く輩出した

スペインのピアニズムの秘密をひも解く。 

8.エキゾチシズムとしてのスペイン 

ドイツにおけるスペイン趣味からフランスのドビュッシー、ラ

ヴェルまで、他国の作曲家によるスペイン的な作品を考察

する。 

9.スペイン音楽と文学 

スペインの文学と詩の歴史は深い。ここでは、音楽作品とも

大いに関係のある『ドン・キホーテ』（セルバンテス）を中心

に、アルベルティ、ロルカなどをとりあげる。 

10.スペイン音楽と絵画 

グラナドスの《ゴィエスカス》（ピアノ組曲及びオペラ作品）を

中心に、ゴヤをめぐる世界をみていく。 

11.演奏解釈 

コロナをめぐる状況次第とはなるが、これまで知識として得

たことを、実際の楽器演奏を通して体感してもらう回となる

予定。 

12.スペインとラテンアメリカにおける相互影響 

スペインとラテンアメリカ（イベロアメリカ）は切っても切れな

い関係にある。ここでは、「音楽」の視点からそのダイナミッ

クな関係性をみていく。 

13.ラテンアメリカの主要作曲家紹介 

メキシコ、キューバ、アルゼンチン、ブラジルを中心に、イベ

ロアメリカ出身の有名作曲家とその作品を紹介する。 

14.補足、まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

次回に扱う楽曲が提示された場合は、事前に楽譜を準備しておくことが望ましい（電子データ可）。 

【オフィスアワー】 

水曜日 1 限の授業前後の時間に受け付けます。 

【その他】 

提出された課題に対するフィードバックは、翌々週までにお返しします。 

 

629 芸術音楽 9(前期) 

担当教員 
梅津 時比古 学長 

齊藤 希史子 講師 
曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

｢イタリアで生まれ、フランスで育ち、ロシアで花開いた｣とされるバレエの歩みは｢音楽の可視化｣の歴史です。音楽にとって

｢離れて育った妹｣のようなバレエを、毎日新聞バレエ担当の齊藤希史子編集委員が動画で講義、レクチャーします。 

【到達目標】 

バレエの視点から音楽を見直せるようになること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

動画を見られる環境を持つこと。 
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【授業の形式】 

【遠隔】講義。動画をアップします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.① バレエの誕生 

ルイ 14 世のアカデミー創設から、1987 年の｢ラ・フィーユ・

マル・ガルテ｣まで 

2.② トウシューズの発明～妖精たちが舞い踊るロマン

チック・バレエ｢ラ・シルフィード｣ 

3.③ 死霊｢ジゼル｣～ドラマチック・バレエの萌芽 

4.④ ミンクスの時代～｢ドン・キホーテ｣｢ラ・バヤデール｣ 

5.⑤ クラシック・バレエの金字塔｢白鳥の湖｣～チャイコ

フスキーの登場 

6.⑥ ｢白鳥の湖｣の変遷～悲劇かハッピーエンドか 

7.⑦ 不滅のチャイコフスキー～｢眠れる森の美女｣と｢く

るみ割り人形｣ 

8.⑧ バレエ・リュスの衝撃～ストラヴィンスキー｢春の祭

典｣ 

9.⑨ 音符を体現したバランシン～チャイコフスキー｢弦

楽セレナード｣ 

10.⑩ フランス・バレエの粋～ビゼー｢アルルの女｣｢カル

メン｣ 

11.⑪ プロコフィエフの実験～｢ロミオとジュリエット｣ 

12.⑫ ドラマチック・バレエの再構築～チャイコフスキー

｢オネーギン｣とマスネ｢マノン｣ 

13.⑬ 永遠のベジャール～ラベル｢ボレロ｣、黛敏郎｢ザ・

カブキ｣ 

14.⑭ 新しい時代のバレエ～バッハ｢シャコンヌ｣、ベート

ーヴェン｢交響曲第７番｣ 

   現代のバレエ・日本のバレエ ｢ペンギン・カフェ｣｢蝶々

夫人｣ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に各回のタイトルから想定される内容を調べておくこと（30 分程度）。事後に授業内容を復習すること（30 分程度）。 

【オフィスアワー】 

水曜日午後２時から４時の間。予約を梅津に入れてください。 

 

630 芸術音楽 10(後期) 

担当教員 
梅津 時比古 学長 

勝田 友巳 講師 
曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

映画は消費される娯楽であると同時に、鑑賞され探究される芸術です。映画が〝誕生〟して１２５年。利潤を生む商品である

と共に、人類の知的活動と感性を蓄積した文化である古今東西の映画を、毎日新聞映画担当の勝田友巳編集委員がさまざ

まな切り口から分析します。 

【到達目標】 

映画の新しい見方、読み方を獲得して、音楽に生かす。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特に無い 
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【授業の形式】 

【遠隔】講義。動画でアップします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-後期】 

1.映画は時代とともにある。そして時を超えてメッセージを

伝える。時代の中にあって輝くヒット作があれば、時代性を

漂白されて重要性を増す作品もある。映画の歴史を概観し

ながら、この講義の目指すところを案内する。 

2.映画の作られ方。企画から脚本、撮影、ポストプロダクシ

ョン、配給、宣伝、公開、批評。１本の映画がどのように作ら

れ、観客に届けられるかを見る。 

3.異文化を知る。映画のスクリーンに映し出されるのは、スト

ーリーだけではない。登場人物の背後に映り込む風景や、

彼らが無条件に従っている約束事。映画は文化コードも伝

えている。 

4.ジェンダー。世の中が男性中心で回っているのと同じく、

映画界も映画も男性目線が主流であった。そのことに異議

を唱え続ける女性たちの声が、ようやく届こうとしている。 

5.映画は社会を映す鏡。その時々の世界を、身の回りを映

し出す。社会と映画は、どんな関係を結んでいるのであろう

か。 

6.黒澤明監督は、世界で最も有名で影響を与えた日本の

映画監督である。黒澤監督の作品を振り返り、日本や世界

でどのように受け入れられているかを考える。黒澤監督以

外にも、多くの大監督が歴史に刻まれている。 

7.外国映画で、日本はどのように描かれているだろうか。極

東の小国としてエキゾチシズムの代名詞だったころから、世

界の最先端のクールな日本まで。映画の中に日本を見る。 

8.日本映画は世界的に高い評価を得ている。現状とその

理由を考察する。 

9.今やアニメといえば日本を代表する文化で、オタクは世

界中に存在する。しかし数十年前まで、アニメは子どものも

の、大人が見るに値しないとされていた。アニメの受容と発

展の歴史、現代アニメの潮流を捉える。 

10.映画＝動く映像は、その誕生時において革命的発明で

あった。動画が当たり前になっている現代でも、アクション

＝身体性の魅力は尽きない。 

11.映画はサイレントからトーキーへと発展し、ミュージカル

が生まれた。映画にとって音、音楽、歌は大事なパートナ

ー。 

12.ドキュメンタリー。映画は記録媒体として、時代と人の貴

重な記録を刻んでいる。ドキュメンタリーは昨今注目を集め、

同時に課題も浮き彫りにされている。 

13.アートフィルム。ヒットとはほど遠く、見て楽しくもない。し

かし芸術的な価値を認められ、世界中で鑑賞され映画史

に残っている映画が多くある。映画における芸術性とは。 

14.情報媒体が印刷物だった時代、映画批評は大きな力を

持っていた。しかしネット社会となった今、誰しも手軽に情

報を得、発信することができる。映画批評は役割を終えた

のだろうか。映画を取り巻く現状と、これからを考える。 

【事前・事後学習-後期】 

事前に、授業概要から想定されることについて調べておくこと（３０分）。事後に従業内容を復習すること（３０分） 

【オフィスアワー】 

水曜日午後２～４時。予約を梅津に入れてください。 

 

631,632 芸術音楽 11(前期),12(後期) 

担当教員 莱 孝之 特任教授 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

  <コンピュータ音楽の世界> 

すでに音楽史の一部となった「電子音楽とコンピュータ音楽の歴史」を、作品視聴を通して考察し、21 世紀の音楽芸術、さら

にメディアアートへの理解を深める。 なお、本授業で取り上げる電子音楽、コンピュータ音楽は「芸術音楽」である。 

【到達目標】 

前期授業では「音楽とテクノロジーの発展」を確認した後、コンピュータ音楽が主流となる以前、約 100 年前に誕生した電子音

楽（アナログ）の世界を考察する。後期授業では、1957 年に始まるコンピュータ音楽（デジタル）の歴史を、コンピュータ音楽技

術の解説と共に作品視聴を通して紐解いていく。20 世紀以降のテクノロジーを応用した芸術音楽作品に触れ、その発展の道

程、さらに技術的、美学的背景を理解する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

なし 

【授業の形式】 

講義形式。遠隔。2021 年度は、動画配信にて行う。 

講義が録音されたレクチャー動画と、講義なしに音楽を聴けるフル動画を、教員の本授業用ホームページから配信。URL 等

は授業開始時にメールで知らせる。 

履修者は、各学期末レポート提出期限までに動画を順次、視聴しておくこと。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

前期と後期のレポート課題は授業終盤、メールにて周知する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.注意：履修予定者は、メールの件名欄に「芸術音楽 11履

修」と書いて、rai@tohomusic.ac.jp までメールしてください。 

授業概要説明 

2.音楽とテクノロジーの歴史的結びつき 1 

3.音楽とテクノロジーの歴史的結びつき 2 

4.第二次世界大戦前の電気楽器 

5.20 世紀前半における作曲家の音色拡張の試み 

6.ミュージック・コンクレート 

7.シュトックハウゼンの電子音楽 

8.電子音楽の進展（テープのための作品 1） 

9.電子音楽の進展（テープのための作品 2） 

10.テープと楽器のための電子音楽 1 

11.テープと楽器のための電子音楽 2 

12.ライブ電子音楽 1 

13.ライブ電子音楽 2 

14.アナログ・シンセサイザー 

【事前・事後学習-前期】 

レクチャー動画を視聴した後、興味をもった作品をフル動画で全曲視聴すること。その作品の作曲家などについて自身で調

べ、また、その作曲家の他の作品も聴いてみること。 

質問等が浮かんだ場合は、rai@tohomusic.ac.jp へメールで尋ねること。(目安 60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.注意：履修予定者は、メールの件名欄に「芸術音楽 12履

修」と書いて、rai@tohomusic.ac.jp までメールしてください。 

授業概要説明 

2.コンピュータ支援作曲 (コンピュータ音楽の始まり) 

3.コンピュータで音を作る試み 

4.コンピュータ音合成技術 

5.コンピュータ音合成技術を用いて制作されたFixed Media

作品 

6.楽器と Fixed Media（テープ）のための作品 

7.1980 年前後のリアルタイム・コンピュータ音合成技術 

8.1980 年代のライブ・コンピュータ音楽 

9.デジタル・シンセサイザーの登場 

10.1980 年代パリのコンピュータ音楽 1 

11.1980 年代パリのコンピュータ音楽 2 
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12.インタラクティブ・コンピュータ音楽 

13.コンピュータ音楽へのセンサー技術導入 (予定) 

14.コンピュータ音楽技術を伴ったサウンド・インスタレーシ

ョン (予定)／マルチメディア・アート (予定) 

【事前・事後学習-後期】 

レクチャー動画を視聴した後、興味をもった作品をフル動画で全曲視聴すること。また、その作品の作曲家などについて自身

で調べ、またその作曲家の他の作品も聴いてみること。質問等が浮かんだ場合は、rai@tohomusic.ac.jp へメールで尋ねること。

(目安 60 分) 

【オフィスアワー】 

email にて随時受け付ける。アドレスは rai@tohomusic.ac.jp 

【テキスト】 

1.Electronic and Computer Music Manning, Peter 2013 年  

備考： S11-278 

2.Foundation of Computer Music Roads, Curtis/ Strawn John (ed.s) 1987 年  

備考：S11-284 

3.The Music Machine Roads, Curtis (ed.) 1992 年  

備考： S11-285 

4.コンピュータと音楽の世界 共立出版 1999 年  

備考：WT01-603 

5.日本の電子音楽 続 インタビュー編 川崎弘二・松井茂編 2013 年  

備考：WR06-511 

6.インタラクティブ・コンピュータ音楽の世界-莱孝之作品集 （CD） FONTEC 2013 年  

備考：CD81-613 

7.シュトックハウゼンのすべて 松平敬 2019 年 978-4-86559-193-4  

8.エドガー・ヴァレーズ 沼野雄司 2019 年 978-4-393-9321-8  

【教材】 

授業ごとの講義内容もメールにて順次、配布する。 

 

641 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ音楽実習Ⅰ 

担当教員 久木山 直 特任教授 曜日時限 月 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

コンピューターを利用して音楽制作を行う基本的なスキルを身につけます。 

【到達目標】 

演奏音声ファイルの編集、音響作品の制作編集を通じて完成パッケージとなる音声ファイルを制作して行きます。最終的には

演奏、あるいは作品をきちんとした形の音声ファイルに仕上げ自分の活動の宣材とする、あるいは、そうした技術を知る・身に

つけることが今後の活動の一助になることを目標としております。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特に必要ありません。学校にあるノートパソコンで操作を予定しておりますが、使用するソフトはシェアーウエアー、あるいはフ

リーウエアーを利用しますので、ご自身の PC をもってきていただくのでも構いません。学校の PC は保存ができません、保存



 84 

メディアを持参ください。最初のガイダンスで説明します。開校時に収容人数を超えた場合は抽選とさせていただきます。 

【授業の形式】 

【遠隔】を状況を鑑み基本としますが、変化にしたがって柔軟に対応。毎回ｐｄｆや映像などでやり方をお伝えして行きます。必

要がある方は個別に対面や、オンラインのビデオ通話などで、細かく対応して行きます。基本は課題を提出をしていただき、

添削をします。演習と中心にした授業です。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○  ○ 

【成績評価の要点②】 

成績は気にせず参加いただければ結構です。色々なことを体験し自身の今後の活動へのプラスになるようなこと、活動への

起爆剤になること、そちらが重要だと思って進めております。理解できるかどうか、ということも重要ではありますが、仮に十全に

分からなくても、そういうことができるんだ、とか、ああ、そういう世界もあるんだ、という垣間見たことが将来なにかには役立つと

思っておりますので、気楽に参加ください。個別の PC にフリーのソフトをいれていただくことになりますので、そこは是非頑張

ってもらえれば、と思います。授業時間外でもオンラインの特性をいかし曜日、時間にかかわらず柔軟に個別に対応させてい

ただきますので、不明なことはどんどんメールで質問ください。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.サウンドについての基礎知識の確認とコンピューター及

び、ソフトの基本操作。 

3.音声ファイルの編集方法を学習し各自でファイルを編集

してトラックを制作して行きます。 

4.トラック数を増やしてバランスをとって行きます。 

5.サウンドに効果をつける各種エフェクトを活用して行きま

す。 

6.オーディオの録音の各種技法と実習 

7.エフェクトのかけ取りなどオーディオの録音の各種技法と

実習 

8.MIDI 信号を利用したシンセサイザーおよびサンプラーに

よる制作の基礎 

9.サンプラーの仕組みと制作 

10.シンセサイザーの基礎 

11.シンセサイズの実際 

12.作品制作とくにサウンドをどう選ぶかについて 

13.作品制作、エフェクトの使い方について 

14.作品制作、整音作業を中心に 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【授業展開と内容-後期】 

1.プログラミング言語 PUREDATA についての説明 

2.PUREDATA を利用したドラムマシンの制作。まず、メトロ

ノームのような定期ビートを刻むセクションを制作します。 

3.PUREDATA を利用したドラムマシンの制作。定期的なビ

ートを自由にわりあて、好きなタイミングのみで発音できるよ

うにします。 

4.PUREDATA を利用したドラムマシンの制作。発音セクシ

ョンを制作し、自分の声でボイスパーカッションできるように

拡張します。 

5.PUREDATA の操作になれてきたので、このソフトを利用

してシンセサイズの実際について実習しながら学習して行

きます。 

6.LFO とフィルターについて 

7.FM 合成 

8.物理モデリングについて 

9.前期に学習したこともふまえ総合的な作品を制作して行

きます。 

10.作品制作にさいしてサウンド合成をおこない自分のサウ

ンドをつくるようにする 

11.作品制作過程においてオートメーションを書くことによっ

て時間変化する音を意識する 

12.作品制作とインタラクティブな可能性について 

13.作品制作継続 

14.作品仕上げ 
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【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【オフィスアワー】 

メールで連絡していただければ可能な範囲で質問にはお答えいたします。 

【教材】 

必要に際して指示します。 

 

651 音の物理学α(前期) 

担当教員 小野 順貴 講師 曜日時限 土 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

私たちは日常的に音声で会話し、音楽を楽しんでいる。本講義ではこうした「音」についての様々な物理的性質、聴こえの仕

組み、響きなどについて学ぶ。講義後半では音の収録と再生や、コンピュータソフトを用いての音の編集と加工などについて

も扱う予定である。 

【到達目標】 

音の様々な性質について理解し、また録音、再生、編集など、音を扱うための知識を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特に制限はないが、講義の内容上、数式も少し扱う。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.音の物理１ 

3.音の物理２ 

4.音の聴こえ１ 

5.音の聴こえ２ 

6.音の波形とスペクトル１ 

7.音の波形とスペクトル２ 

8.音律と響き 

9.音声と楽器音 

10.音の伝搬 

11.音の録音と再生１ 

12.音の録音と再生２ 

13.音の編集と加工１ 

14.音の編集と加工２ 

【事前・事後学習-前期】 

基本的には教科書は必要とせず、ファイルとして提供する講義資料をベースに授業を進めるため、授業後に講義資料を改め

て見直し、復習すること（目安３０分）。また、レポート課題が与えられた場合は、期日までに実施して提出すること。 

【オフィスアワー】 

質問はいつでも受け付けるので、onono@tmu.ac.jp へメールすること。 
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【テキスト】 

1.「音響学」を学ぶ前に読む本 坂本真一、蘆原郁 2016 年 \2,860 978-4-339-00891-3  

備考：教科書として購入の必要はないが、参考書として紹介する。 

2.音響入門シリーズ A-1 

音響学入門 鈴木陽一、赤木正人、伊藤彰則、佐藤洋、苣木禎史、中村健太郎 2011 年 \3,520 978-4-339-01301-6  

備考：教科書として購入の必要はないが、参考書として紹介する。 

 

653,654 音の生理学α(前期),β(後期) 

担当教員 竹田 数章 講師 曜日時限 水 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

人間は音、音声をどのように認知し、またどのように音や音声を作り出しているかを説明する。音の入力系、聴覚の仕組みに

ついて講義する。音の表現系としての声に関わる解剖と生理、発声及び器楽演奏の基礎である呼吸や喉頭調節、共鳴につ

いて解説する。声の疾患とその予防法について述べる。呼吸法のエクササイズも行う。音声に関する科学的アプローチをし、

音響・音声分析を行う。 

【到達目標】 

聴覚や発声についての仕組みを理解すること。呼吸法のエクササイズを通し、呼吸と身体が如何に発声や演奏と関わってい

るか知ってもらうこと。声の病気、声の衛生・予防についての知識を身につけてもらうこと。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

発声、呼吸のメカニズム、声、言葉、音の認知やそれらにかかわる機能形態などに関心があり、呼吸と演奏との関連などに興

味を持つ学生。 

【授業の形式】 

【遠隔】 講義。 新型コロナウィルスの状況によっては、オンデマンドのビデオ配信講義となる。「ヴォイス・ケア・ブック」「発声

ビジュアルガイド」という本をテキストとして使用する。講義を中心に視聴覚資料、パソコンなども活用する。必要に応じてプリン

トを配布する。呼吸法のエクササイズも行う。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

小テスト・レポートの評価、出席率、平常点、授業への取組などを考慮する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.総論 授業概説 

2.音楽と聴覚について 耳の働き 平衡感覚 聴覚 聴覚

器、聴覚経路の構造と聴覚生理機能 マリアの呼吸法 

今年度はコロナの状況によってはオンデマンドのビデオ講

義となります。受講者のメールに送信する URL とパスワード

を使用してください。課題もあります。 

3.音の知覚性伝導経路、聴覚の解剖 

4.音・聴覚の大脳生理学 

ハイパーソニックエフェクト 

5.リズムやテンポと人体との関連について 

6.耳鳴り、難聴と音楽家 聴能力について 

7.聴覚の異常、音響外傷、聴覚経路の疾患と予防、治療 
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8.音の表現系について 

9.呼吸の解剖生理 

10.胸式呼吸、腹式呼吸、全身での呼吸 呼吸機能測定 

肺活量と発声の関係 

11.歌唱における呼吸、器楽演奏における呼吸 

 呼吸法のエクササイズ（Atem-Tonus-Ton 呼吸－体の使

い方－音声) 

12.喉頭の解剖と生理 

13.声帯運動、内喉頭筋・外喉頭筋について、呼吸の関与 

14.声変わり、変声期と加齢による変化 

（前期）授業評価アンケート 

【事前・事後学習-前期】 

聴覚、呼吸、喉頭の解剖と生理についてそれぞれ２時間ほど準備学習してもらいたい。 

【授業展開と内容-後期】 

1.発声器官、喉頭の骨格 喉頭の調節、内喉頭筋、外喉頭

筋について。コロナの状況によっては今年度はオンライン

授業となります。メールで詳細は送ります。 

2.声の疾患と障害、声の障害の対策、声の衛生予防 

3.発声訓練と発声治療の現状 

4.共鳴器官、構音器官、倍音について 音源特性と共鳴特

性について 

5.言葉の生成の仕組み、母音と子音、フォルマントについ

て 

6.音響分析 

7.声域、声区、ホイッスルボイス、声種（テノール、バリトン、

バス、ソプラノ、メゾソプラノ、アルト）の選択について 

8.世界各地の発声 

9.社会、環境、自然、文化、言語と人間の関わり 

10.声と呼吸と心理 呼吸法のエクササイズ 

11.滑舌練習 （日本語と外国語） 

12.日本語と外国語の歌曲の違いについて 

邦楽の特徴、能楽について 

13.演奏中のあがりについて 

14.後期学習内容のまとめ、（共鳴や演奏心理について） 

（後期）授業評価アンケート 

【事前・事後学習-後期】 

発声器官、喉頭、共鳴器官、構音器官について２時間ほど準備学習してもらいたい。 

【オフィスアワー】 

オンライン授業の時は、メールで受け付けます。対面時は水曜日１限後 調布教員室 

【テキスト】 

1.ヴォイス・ケア・ 

ブック（音楽之友社） ガーフィールド・デイヴィス、 アンソニー・ヤーン 

（竹田数章監訳） 2017 年 \3,200 978-4-276-14264-0  

2.発声ビジュアルガイド(音楽之友社） セオドア・ダイモン 

（竹田数章監訳） 2020 年 \2,500  978-4-276-14265-7 c1073  

【教材】 

『プリマドンナの声帯』米山文明著（朝日新聞社） WR00-700, WR00-765 

『マリアの呼吸法』ビデオ全２巻 米山文明監修（音楽の友社） DV01-117 

『声と日本人』米山文明著（平凡社） WR03-057, WR06-246 

『声の呼吸法』米山文明著（平凡社） WR04-361 

『音の百科』松下電器音響研究所編（東洋経済新報社） WR03-668 

『呼吸、発声、歌唱』プロクター著、原田康夫訳（西村書店） U04-670, WS01-365 

『声がよくなる本』米山文明著、（主婦と生活社） W18-535, W18-567 

『音のなんでも小事典』日本音響学会編（講談社） W18-531 

『新ことばの科学入門』廣瀬肇(医学書院) WS02-737 

『声の不思議』米山文明（音楽之友社） 

『声の発育』米山文明（音楽之友社） 
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【その他】 

講義内容は進行によって順番が入れ替わることがある。もし可能ならば、α前期、β後期の両方を選択してもらった方が、特

に発声に関しては理解しやすい。  

 

655,656 音楽療法の理論と技法α(前期),β(後期) 

担当教員 小宮 暖 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

音楽療法とは、音楽が人間に与える様々な働きをセラピストが計画的に用いて、クライエントの健康に関するニーズに働きか

け、目標達成を援助してゆくひとつの治療技法です。本講座は、講義・音源・映像などを通じたオンライン授業となります。音

楽療法の概説の後、ノードフ・ロビンズ音楽療法（障害児対象）、緩和ケアの音楽療法、分析的音楽療法（心理療法としての音

楽療法）についてお伝えします。音楽療法について理解を深めるのみならず、間接的に、音楽とは何か原点を見つめたり、音

楽と自分の関係について振り返ったりすることにも役立つのではないかと思います。音楽家を対象とした音楽療法についても

少しだけ触れますが、より深く音楽家としての自分の心身の問題について取り組みたい方は「体育講義Ⅰ」の履修をお勧めし

ます。音楽療法やその他の手法によりアプローチします。小宮暖 著『芸術家のための分析的音楽療法 こころとからだの健

康を探す旅』を教材として用います（Amazon.jp で購入できます)。 

【到達目標】 

1.音楽療法の外観的視野を得る。   

2.音楽療法のいくつかのモデルや理論を理解する。   

3.事例を通して音楽療法の実際に触れ、セラピストの仕事、必要な資質などについて理解する。   

4.音楽と自己の関係について洞察を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

定員５０名  学部１年～  

音楽療法士の仕事に興味がある。  音楽と人間（自分）との関係について深く考えてみたいという気持ちがある。  

前期と後期は同様の内容につき、いずれかの履修に限ります（両方履修は不可）。  

【授業の形式】 

【遠隔・講義】：動画と文章を配信いたします。毎回の課題提出をもって出席となります。Google Classroom を用いますので、桐

朋アカウントへの登録が必要です。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○  

【授業展開と内容-前期】 

1.①オリエンテーション 

②資料（準備中） 

③履修希望の方は 

tohomusictherapy@gmail.com 

にメールを送信してください。ご自身の送信元アドレスは

toho ドメインのもの（学籍番号@st.tohomusic.ac.jp）を使用

してください。 

⑤メールの書き方：件名【音楽療法】、本文内容「学籍番号、

お名前、専攻、履修希望とその理由を簡単に書いてくださ

い」 
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2.音楽療法概説 

3.障害児を対象とした音楽療法 

4.緩和ケアにおける音楽療法 

5.分析的音楽療法１：私が分析的音楽療法士になるまでの

話 

6.分析的音楽療法１：概論 

7.分析的音楽療法２：音楽による心の包容とは？ 

8.分析的音楽療法３：取り入れとは？ 

9.分析的音楽療法４：フロイトの構造論的モデル 

10.分析的音楽療法５：転移 

11.分析的音楽療法６：逆転移 

12.分析的音楽療法７：事例 

13.分析的音楽療法８：事例 

14.分析的音楽療法９：音楽家を対象とした事例 

【事前・事後学習-前期】 

動画の視聴、指定図書の指定箇所を読む、添付の文書資料を読む（６０～９０分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.導入 

2.音楽療法概説 

3.障害児を対象とした音楽療法 

4.緩和ケアにおける音楽療法 

5.分析的音楽療法１：私が分析的音楽療法士になるまでの

話 

6.分析的音楽療法１：概論 

7.分析的音楽療法２：音楽による心の包容とは？ 

8.分析的音楽療法３：取り入れとは？ 

9.分析的音楽療法４：フロイトの構造論的モデル 

10.分析的音楽療法５：転移 

11.分析的音楽療法６：逆転移 

12.分析的音楽療法７：事例 

13.分析的音楽療法８：事例 

14.分析的音楽療法９：音楽家を対象とした事例 

【事前・事後学習-後期】 

動画の視聴、テキスト図書の指定箇所を読む、添付の文書資料を読む（６０～９０分）。 

【オフィスアワー】 

ご質問やお問い合わせは、Google Classroom を通じて 

または授業専用メール：tohomusictherapy@gmail.com  にて随時受け付けます。 

【テキスト】 

1.芸術家のための分析的音楽療法 こころとからだの健康を探す旅 小宮暖 2020 年 \4,400 9784802099318  

備考：プリント・オン・デマンド方式によるため、Amazon.jp のサイトのみで販売しています。（電子版もあります） 

 

661 音楽史概説 

担当教員 
岡田 安樹浩 講師 

米田 かおり 講師 
曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

【前期】西洋の音楽史を対象に、音楽がどのように社会と文化の脈略のなかで形成されていったのかについて取り上げる。年

代順に音楽史の歩みをたどっていくが、視聴覚資料や楽譜資料などを参照しながら、各時代の代表的な音楽家の名前ばかり

ではなく、作曲技法や音楽作品についても理解を深める。そして私たちはどのように西洋音楽史と向かうべきかという根本的

な理解を醸成する。 

【後期】音楽史を「作曲家とその作品の歴史」と考えてしまうのは問題のあることだが、それを知らなければ話がはじまらない。と

りわけ 18 世紀後半のいわゆる「古典派」の時代から 19 世紀「ロマン主義」の時代にかけては、今日の西洋芸術音楽の中核レ
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パートリーの大半が生み出された時代である。この時期を対象とする後期は、「大作曲家」と、その「名曲」をジャンルを問わず

網羅的に知ること、それらの時系列を把握することを目指して授業を行う。しかも音楽作品を知るということは、タイトルを覚えた

だけでは不完全であり、音楽の聴取体験と一体となっていなければ知ったことにならないため、可能な限り多くの作品を聴取

することに時間を割く。勿論、作品の背景や音楽史上の位置づけについては適宜解説する。 

【到達目標】 

【前期】西洋音楽はまずは異文化の理解であるということを前提に、歴史や社会、宗教等の総合的な理解を踏まえて音楽史を

とらえることを目標とする。そして自分が取り組んでいる音楽がどのような社会のコンテクストを背景に生み出されたかということ

を理解し、自らの音楽活動にいかせるようにする。 

【後期】多くの作曲家とその作品を知り、それらの歴史的関係性について理解する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

【遠隔】 

【前期】講義形式で⾏う。理解を促すために、授業ごとにレジュメ、楽譜資料などを配布し、視聴覚資料を多⾏する。 

【後期】オンデマンド配信形式による授業となります。Google classroom を通じて動画や配布資料の共有を行います。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

【前期】３分の２以上の出席が評価の前提である。そのうえで試験と授業への取り組みで評価する。 

【後期】試験の成績によって評価する。出席日数が３分の２に満たない場合は、試験の受験資格を失うので注意すること。 

【授業展開と内容-前期】 

1.西洋音楽史概観とキリスト教の典礼 

2.中世の社会と⾏楽➀―グレゴリオ聖歌 

3.中世の社会と⾏楽②―多声⾏楽の成⾏とアルス・ノヴァ 

4.ルネサンスの⾏楽①―ブルゴーニュ楽派、フランドル楽派 

5.ルネサンスの⾏楽②―宗教改⾏と⾏楽 

6.バロック⾏楽の始まり―オペラの誕⾏と器楽の興隆 

7.バロック⾏楽―イタリアの場合 

8.バロック⾏楽―フランス、ドイツの場合 

9.ヘンデルとその時代 

10.J.S.バッハの⾏涯と作品➀ 

11.J.S.バッハの⾏涯と作品② 

12.「古典派」の時代へ 

13.J.ハイドンの⾏涯と作品 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業ごとに配布するレジュメや楽譜を⾏いて予習復習をする。とくに授業内の限られた時間では曲の⾏部しか鑑賞できないので、

図書館や Naxos の視聴覚資料を積極的に活⾏する。(⾏安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.古典派の時代（１）：概説 

2.古典派の時代（２）：モーツァルト 

3.古典派の時代（３）：ベートーヴェン 

4.古典派からロマン派へ：シューベルト 

5.ロマン派の時代：メンデルスゾーン、シューマン、リスト 

6.19 世紀前半のオペラ：ロマン的オペラ、グランド・オペラ、

ベルカント・オペラ 

7.ロマン派のピアノ音楽：ショパンとその影響 

8.国民楽派の音楽：チェコ国民楽派とロシア五人組 

9.19 世紀後半のフランス＆イタリア・オペラ：オペラ・リリック

とオペラ・ブフ／ヴェルディからヴェリズモへ 

10.19 世紀後半のドイツ・オペラ：ワーグナー 

11.ロマン派時代の古典主義：ブラームス 

12.世紀転換機の音楽（１）：ドイツ語圏 

13.世紀転換機の音楽（２）：フランス 

14.20 世紀前半の音楽概観 

【事前・事後学習-後期】 
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授業内で指示された楽曲について、各自で聴取する機会をもつこと。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

classroom とメールで受け付けます。 

【教材】 

【前期】授業ごとに、レジュメや楽譜資料等を配布。 

高橋浩子他 著『西洋音楽の歴史』（東京書籍）、グラウト/パリスカ著『新西洋音楽史」全３巻（音楽之友社）、村田千尋著『西

洋音楽史再入門』（春秋社）をはじめ、参考文献については適宜紹介する。 

【後期】資料は毎回の授業において配布する。参考図書についてもその中で教示する。 

 

663 鍵盤音楽史Ⅰ(前期) 

担当教員 米田 かおり 講師 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

17～18 世紀の鍵盤音楽の歴史を扱う。この時代はクラヴィコード、チェンバロからピアノフォルテへと楽器自体が目覚ましい変

遷を遂げており、独奏曲、合奏曲、コンチェルトなど多数の鍵盤作品が書かれている。とりわけピアノフォルテは 1700 年頃に

誕生して以来、様々な改良が加えられ、表現の可能性がどんどん広がっていった。こうした状況下で当時の音楽家が楽器の

性能や特徴を最大限に考慮しながら、いかなる創作活動、演奏活動を営んでいたかを、作品のみならず、社会的背景なども

踏まえて考察する。またこの時代のレパートリーが後世の音楽に与えた影響、さらにそれらが今日どのように受容されているか

について、楽譜の問題（エディションによる違いやその理由）や演奏慣習の問題なども扱いながら理解を深めていく。 

【到達目標】 

17～18 世紀の鍵盤音楽について、作曲家や作品、また楽器についての理解を深める。そして各作曲家の音楽様式や特有の

音楽語法、またエディションについての知識を得ることで、自身のレパートリーを広げ、演奏にいかすことを到達目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

履修案内参照 

【授業の形式】 

【遠隔】講義   講義中心。授業では視聴覚資料を多用する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

学期末試験、授業内で作成する小課題（数回）、出席状況を総合的に勘案して成績評価とする。 

【授業展開と内容-前期】 

1.概説、および J.S.バッハ（1685-1750）以前の鍵盤音楽 

2.J.S.バッハ《Das wohltemperierte Klavier（平均律クラヴィ

ーア曲集）》をめぐって―楽器、音律の問題 

3.J.S.バッハの鍵盤作品はどのように受容されてきたのか―

エディションの問題／ロマン派以後の音楽家とバッハ 

4.17～18 世紀フランスの鍵盤作品：F.クープラン（1667-

1733）、J.Ph.ラモー（1683-1764）を中心に（1） 

―フランス・バロックの鍵盤組曲について 

5.17～18 世紀フランスの鍵盤作品：F.クープラン（1667-

1733）、J.Ph.ラモー（1683-1764）を中心に（2） 
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―フランス・バロックの鍵盤組曲と J.S.バッハの鍵盤組曲／

後世への影響（ドビュッシー、ラヴェルの音楽に見られるこ

と） 

6.D.スカルラッティ（1685-1757）の鍵盤作品（1） 

―D.スカルラッティの生涯と作品、エディションについて 

7.D.スカルラッティ（1685-1757）の鍵盤作品（2） 

―作品の特徴や奏法について／後世への影響（グラナドス

やアルベニス等） 

8.C.Ph.E.バッハ（1714-1788）の鍵盤作品（1） 

―C.Ph.E.バッハの生涯と鍵盤作品／ロマン派の先駆けと

なる書法、思想 

9.C.Ph.E.バッハ（1714-1788）の鍵盤作品（2） 

―作品の特徴／ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンな

どに与えた影響 

10.J.ハイドン（1732-1809）の鍵盤作品(1) 

真作、疑作、偽作の問題／エディションについて 

11.J.ハイドンの鍵盤作品(2) 

クラヴィーア･ソナタ、クラヴィーア･トリオを中心に 

12.W.A.モーツァルト（1756-1791）の鍵盤作品(1) 

クラヴィーア･ソナタ、クラヴィーア･コンチェルト 

13.W.A.モーツァルトの鍵盤作品(2) 

クラヴィーアを含む室内楽／モーツァルト周辺の音楽家に

ついて 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で扱う内容についてのレジュメ、楽譜資料などを事前に配布するので、それを用いて予習復習をする。とくに授業内

の限られた時間では曲の一部しか鑑賞できないので、図書館や Naxos の視聴覚資料を積極的に活用すること。(目安各６０

分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

毎回授業で扱う内容についてレジュメや楽譜等の資料を配布。 

渡邊順生『チェンバロ・フォルテピアノ』（東京書籍、2000） WR03-539 小倉貴久子『カラー図版 ピアノの歴史』（河出書房新

社、2009） WR05-416 

授業内容に関連する桐朋学園大学音楽学部附属図書館編の展示スクエア資料を配布し、授業で扱う楽譜や CD、映像資料、

参考文献を適宜紹介する。 

 

664,665 鍵盤音楽史Ⅱ(前期),Ⅲ(後期) 

担当教員 上田 泰史 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業では、ロマン主義を中心とした 19 世紀のピアノ音楽の諸相を辿ります。前期は 1789 年（仏革命勃発）から 1848 年

（仏二月革命）まで、後期は 1848 年から 1900 年頃までを扱います。 

【到達目標】 

19 世紀には、18 世紀から継承されたジャンルは著しい変容を遂げ、そしてまた新しいピアノのジャンルが次々に登場します。

前期はジャンルに即したピアノ音楽への理解を深め、ピアノ音楽を類型的に理解できるような広い視野の獲得を目指します。 

19 世紀後半には、ロマン主義以外にもさまざまな芸術思潮が立ち上がり、音楽家も世界規模での活躍を展開するようになりま

す。その中で特筆すべき人物を世代別に追っていくことで、この時代に併存していたピアノ音楽の地域的特色、世代的特色を

把握することを目指します。 

また、楽器や音楽サロン、演奏会など、奏者と聴き手の視点から文化的背景を理解することもこの授業の目標の一つです。 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

世界史で重要なヨーロッパの出来事を簡単に復習しておくと、理解しやすいでしょう。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義。 原則オンライン（オンデマンド）による授業です。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席を重視します。授業への取組としては、毎回感想を提出してもらいますが、必須ではありません。但し、提出した分だけプ

ラス評価します。もし、毎回全てに目を通せないほど履修者が多い場合には、期末レポートにする可能性もあり。 

初回授業で方針を決めます。 

【授業展開と内容-前期】 

1.時代背景とロマン主義の精神：独仏の比較 

2.楽器の変遷 

3.ジャンル論１ 協奏曲と小協奏曲：ヴェーバー、メンデル

スゾーン、ショパン他 

4.ジャンル論 2 ソナタ：ショパン、シューマン、アルカン 

5.ジャンル論 3 幻想曲（1）：前史～シューベルトまで 

6.ジャンル論 4 幻想曲（2）：シューマンとショパン 

7.ジャンル論 5 前奏曲：前史～ショパン、アルカン 

8.ジャンル論 6 練習曲（1）：クラーマー、クレメンティ、チェ

ルニー 

9.ジャンル論 7 練習曲 （2）: ショパン、シューマン、リスト、

アルカン 

10.ジャンル論 8 オペラ/民謡主題に基づく「変奏曲」から

「幻想曲」へ ：エルツとタールベルク、リスト 

11.ジャンル論 9 独奏主題による「厳格な」変奏曲：メンデ

ルスゾーンほか 

12.ジャンル論 10 バラードとスケルツォ：ショパン 

13.ジャンル論 11 性格的小品 ノクターンと無言歌：フィ

ールド、ショパン、メンデルスゾーン 

14.ジャンル論 12 舞曲(カドリーユ、ワルツ、ポロネーズ) 

【事前・事後学習-前期】 

授業では作品を全部聴くことは少ないでしょう。授業理解のために、特に関心を持った曲を中心に聴いたり、弾いたりすると理

解が深まるでしょう。 

【授業展開と内容-後期】 

1.19 世紀後半の時代背景（1）：ロマン主義／「古典」への

憧憬 

2.19 世紀後半の時代背景（2）：ナショナリズム、象徴主義、

印象主義 

3.1810 年代生まれの作曲家（1)：リストの実験的《ピアノ・ソ

ナタ》 

4.1810 年代生まれの作曲家（2)：ヘラーによるメンデルスゾ

ーン、シューマン、ショパンの継承 

5.1810 年代生まれの作曲家（3)：アルカンにみる「クラシック」

と「モダン」 

6.1820 年代生まれの作曲家（1）：ゴットシャルクとアメリカ風

異国趣味 

7.1820 年代生まれの作曲家（2）：ロシアの動向、アントン・

ルービンシテイン 

8.1830年代生まれの作曲家（1）：サン＝サーンスのフランス

的／古典的な「明晰さ」 

9.1830 年代生まれの作曲家（2）：ブラームスとドイツ・ロマン

主義／古典主義 

10.1840 年代生まれの作曲家（3）: フォーレによるショパン

の継承と現代性 

11.1840 年代生まれの作曲家（3）: シャブリエと「絵画的な」

フランスピアノ音楽 

12.ドビュッシー：ロマン主義から象徴主義／印象主義へ 

13.19 世紀におけるピアニストとサロン 

14.19 世紀における演奏の場、プログラミングの変化／19

世紀におけるピアノ教育の役割：パリ音楽院を例に 

 

 

【事前・事後学習-後期】 
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授業では作品を全部聴くことは少ないでしょう。授業理解のために、特に関心を持った曲を中心に聴いたり、弾いたりすると理

解が深まるでしょう。 

【オフィスアワー】 

オンライン授業のため、質問はメール等で受け付けます。 

 

666 鍵盤音楽史Ⅳ(前期) 

担当教員 池原 舞 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

「鍵盤音楽史 IV」では、主に 20 世紀以降に書かれたピアノ独奏作品を作風や芸術潮流ごとに追う。とくに、12 音技法作品の

分析法、図形楽譜のリアリゼーションの仕方、プリペアド・ピアノの作り方といった、20 世紀のピアノ作品に特化して必要な技術

について学ぶ。また、そうした芸術思潮が生まれた歴史的コンテクストを知る。 

【到達目標】 

1. 20 世紀以降今日までのピアノ作品を聴くことや弾くことに抵抗感のある者は、それを無くす。これまですでにこのジャンルに

親しんできた者は、自身のレパートリーとして取り入れられる（またはその領域を広げられる）ようにする。 

2. 興味をもった作品や芸術潮流に関する情報の調べ方がわかるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

・20 世紀以降の音楽に興味がある者。 

・探究心のある者。 

・根気のある者。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

全体の 3 分の 2 以上の出席が単位取得最低条件となる。毎回の講義後に出題される「講義後課題」を、期限内に提出するこ

とによって出席とみなす。なお、いかなる理由においても、未提出の課題を別途受け付けることはしないので、インターネット接

続不備や保存・送信ミスなどの不測の事態に備えて、ぎりぎりの出席回数にならないよう留意すること。「講義後課題」の内容

は、簡単な理解度確認テストや、講義内で扱った音楽や芸術潮流についての感想や意見を書いてもらうようなものである。「授

業への取組」姿勢については、「講義後課題」の総合点数で評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.調性機能からの脱却 

【キーワード：無調、並行和音、教会旋法、半音階、複調】 

リスト：灰色の雲（1881） 

ドビュッシー：前奏曲集第 1 巻（1910）より〈沈める寺〉 

ドビュッシー：ピアノのための 12 の練習曲（1915）より〈半音

階のために〉 

ストラヴィンスキー：ペトルーシュカの 3 楽章（1921） 

2.色彩へのまなざし 

【キーワード：並行和音、教会旋法、神秘和音、MTL、神智

学、共感覚】 
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ラヴェル：水の戯れ（1901） 

スクリャービン：ピアノ・ソナタ第 4 番（1904） 

スクリャービン：ピアノ・ソナタ第 7 番（1911） 

メシアン：幼子イエスに注ぐ 20 の眼差し（1944） 

メシアン：鳥のカタログ（1956） 

3.12 音技法からトータル・セリエリズムへ 

【キーワード：12 音技法、トータル・セリエリズム】 

ウェーベルン ：子供のための小品（1924） 

シェーンベルク：ピアノのための組曲（1921-23） 

メシアン：4 つのリズム・エチュード（1949-50）より〈音価と強

度のモード〉 

ブーレーズ：ストルクチュール Ia（1951-52） 

4.リズム語法の革新 

【キーワード：変拍子、アクセント、ポリフォニー、ポリリズム】 

リゲティ：ムジカ・リチェルカータ（1951-53） 

プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第 7 番（1939） 

バルトーク：ミクロコスモス（1926-39）より 

アンタイル：航空ソナタ（1921） 

リゲティ：ピアノのための練習曲第 1 巻（1985）より〈無秩序〉 

5.ナショナリズムと音楽 

【キーワード：ナショナリズム、原始主義、民謡】 

バルトーク：ルーマニア民俗舞曲（1915） 

アルベニス：イベリア（1905-08） 

シマノフスキ：マズルカ（1924-25） 

ヤナーチェク：草陰の小径にて（1908） 

ヤナーチェク：ピアノ・ソナタ「1905 年 10 月 1 日 街頭にて」

（1905） 

6.ジャズとの融合 

【キーワード：ジャズ、ラグ、即興、騒音】 

ドビュッシー：《子供の領分》より〈ゴリウォッグのケークウォー

ク〉（1906-08） 

ストラヴィンスキー：ピアノ・ラグ・ミュージック（1919） 

アンタイル：ジャズ・ソナタ（1922） 

ガーシュイン：ラプソディー・イン・ブルー（1924） 

カプースチン：8 つの演奏会用練習曲（1984） 

7.機械と人間 

【キーワード：自動ピアノ、微分音、確率論】 

ストラヴィンスキー：ピアノラのための練習曲（1917） 

ナンカロウ：ピアノのためのソナチネ（1941） 

ヴィシネグラツキー：4 分音ピアノのための 24 の前奏曲

（1934） 

クセナキス：ヘルマ（1962） 

8. 反復音楽 

【キーワード：反復、ミニマル・ミュージック】 

サティ：ヴェクサシオン（1893） 

ライヒ：カム・アウト（1966） 

ライヒ：ピアノ・フェイズ（1967） 

アダムス：フリジアン・ゲイト（1977-78） 

一柳慧：ピアノ・メディア（1972） 

9.引用音楽 

【キーワード：引用、コラージュ、新古典主義、パロディ、オ

マージュ】 

ヒンデミット ：ルードゥス・トナリス（1942） 

ショスタコーヴィチ：24 の前奏曲とフーガ（1950-51） 

サティ：官僚的なソナチネ（1917） 

シャリーノ：アナルモフォージ（1980） 

シャリーノ：夜の（1971） 

クラム：マクロコスモス第 1 巻（1972）より 

10.ダダイズム、シュルレアリスムの周辺〜そしてフルクサス

へ 

【キーワード：ダダイズム、表情記号、題名、楽譜、フルクサ

ス】 

サティ：（犬のための）ぶよぶよとした本当の前奏曲（1912） 

サティ：グノシエンヌ第 1 番（1890） 

サティ：スポーツと気晴らし（1914） 

シュルホフ：5 つのピトレスク（1919） 

ケージ：4 分 33 秒（1952） 

ラ・モンテ・ヤング：デイヴィッド・テュードアのためのピアノ

曲（1960） 

ラ・モンテ・ヤング：コンポジション 1960（1960） 

11.図形楽譜 

【キーワード：図形楽譜、偶然性】 

ルリエー：大気のかたち（1915） 

クラム：マクロコスモス第 1 巻（1972） 

ケージ：ピアノとオーケストラのためのコンサートより「ピアノ

のためのソロ」（1959） 

武満徹：ピアニストのためのコロナ（1962） 

12.不確定性の音楽、偶然性の音楽 

【キーワード：不確定性、偶然性、チャンス・オペレーション

ズ】 

シュトックハウゼン：ピアノ曲第 11 番（1956） 

ブーレーズ：ピアノ・ソナタ第 3 番（1955-57） 

ラ・モンテ・ヤング：H.F.へのアラビア数字（1960） 

ケージ：易の音楽（1951） 
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13.特殊奏法、プリペアド・ピアノ 

【キーワード：内部奏法、倍音、プリペアド・ピアノ】 

カウエル：エオリアン・ハープ（1924） 

カウエル：バンシー（1925） 

カウエル：不吉な響き（1930） 

ケージ：バッカスの祭り（1940） 

ケージ：ソナタとインターリュード（1946-48） 

14.ピアノと身体 

【キーワード：クラスター、ペダル、倍音、声、ピアノを弾く身

体】 

カウエル：歓喜（1919） 

アイヴス：ピアノ・ソナタ第 2 番「マサチューセッツ州コンコー

ド 1840-60 年」（1911-15） 

武満徹：ピアノ・ディスタンス（1961） 

エッゲルト：ハンマー・クラヴィーア第 3 番（1994） 

ラッヘンマン：ギロ（1970） 

エッゲルト：ハンマークラヴィーア第 11 番「もし一つの国の

一人の作曲家がソロ・ピアノのために 1 秒から成る 60 の小

品を作曲したら？」》（1998） 

【事前・事後学習-前期】 

講義動画を見たあとに「講義後課題」を提出すること。 

各回で扱う音源や映像については、可能な限り全曲視聴すること。 

講義内で紹介した演奏者やデータベース、参考文献などを積極的に活用すること。 

【オフィスアワー】 

質問等は、講義後課題の自由記述欄にて受け付ける。 

 

667 20 世紀ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ史(後期) 

担当教員 池原 舞 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

「20 世紀アンサンブル史」では、主に 20 世紀に書かれた 2 人以上 20 人程度までの室内楽作品を扱う。とくに、それ以前の時

代には見られなかったような特殊な楽器編成をもつアンサンブルに着目する。新たに開拓された語法やスタイルを分析し、そ

れらの音楽的効果について検証する。また、そうした芸術思潮が生まれた歴史的コンテクストを知る。 

【到達目標】 

1. 20 世紀のアンサンブル作品を聴くことや演奏することに抵抗感のある者は、それを無くす。これまですでにこのジャンルに

親しんできた者は、自身のレパートリーとして取り入れられる（またはその領域を広げられる）ようにする。 

2. 興味をもった作品や芸術潮流に関する情報の調べ方がわかるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

・20 世紀以降の音楽に興味がある者。 

・探究心のある者。 

・根気のある者。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

 

 

 

【成績評価の要点①】 
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試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

全体の 3 分の 2 以上の出席が単位取得最低条件となる。毎回の講義後に出題される「講義後課題」を、期限内に提出するこ

とによって出席とみなす。なお、いかなる理由においても、未提出の課題を別途受け付けることはしないので、インターネット接

続不備や保存・送信ミスなどの不測の事態に備えて、ぎりぎりの出席回数にならないよう留意すること。「講義後課題」の内容

は、簡単な理解度確認テストや、講義内で扱った音楽や芸術潮流についての感想や意見を書いてもらうようなものである。「授

業への取組」姿勢については、「講義後課題」の総合点数で評価する。 

【授業展開と内容-後期】 

1.声を含むアンサンブル 

【キーワード：オリエンタリスム、シュプレッヒシュティンメ】 

ラヴェル：ステファヌ・マラルメの 3 つの詩（1913） 

ドラージュ：4 つのヒンドゥーの歌（1912） 

ストラヴィンスキー：3 つの日本の叙情詩（1912-13） 

シェーンベルク：月に憑かれたピエロ（1912） 

2.新ウィーン楽派からセリエリズムへ 

【キーワード：音色旋律、点描、セリエリズム】 

ウェーベルン ：6 つのバガテル（1913） 

シェーンベルク：セレナード（1920-23） 

ブーレーズ：ル・マルトー・サン・メートル（1953-55） 

3.打楽器の「発見」 

【キーワード：リズム、無音、ノイズ】 

バルトーク：2 台のピアノと打楽器のためのソナタ（1937） 

ヴァレーズ：イオニザシオン（1931） 

ノーノ：ポリフォニカ・モニディア・リトミカ（1951） 

ヘスポス：スプラッシュ（1969） 

4.後期ロマン派からの架け橋 

【キーワード：無調、表現主義、神学】 

シェーンベルク：弦楽四重奏曲第 2 番（1907-08） 

ベルク：叙情組曲（1925-26） 

メシアン：世の終わりのための四重奏曲（1940） 

武満徹：カトレーン II（1977） 

5.両大戦間の狭間で 

【キーワード：ジャズ、ラグ、新古典主義、ポリフォニー】 

ストラヴィンスキー：11 の楽器のためのラグタイム（1917） 

ミヨー：世界の創造（1923） 

プーランク：六重奏曲（1930-32） 

ストラヴィンスキー：八重奏曲（1923） 

ヒンデミット ：室内音楽第 1 番（1921） 

6.特殊奏法の活用 

【キーワード：微分音、倍音、ハーモニクス、ミュート】 

シェルシ：弦楽四重奏曲第 4 番（1964） 

ラッヘンマン：テムアー（1968） 

武満徹：マスク（1959） 

シャリーノ：地平線の壁（1997） 

グロボカール：ディスクール III（1969） 

藤倉大：ポヨポヨ（2012） 

7.異質さの組み合わせ、さらなる音色の拡張 

【キーワード：空間性、西洋と東洋】 

ヴァレーズ：アンテグラル（1923-25） 

メシアン：七つの俳諧（1962） 

尹伊桑：ガサ（1963） 

シェルシ：山羊座の歌（1962-85） 

8.不確定性の音楽、偶然性の音楽 

【キーワード：図形楽譜、不確定性、偶然性、無音】 

ルトスワフスキ：弦楽四重奏曲（1965） 

フェルドマン：プロジェクション II（1951） 

ケージ：クレド・イン・アス（1942） 

ケージ：Two5（1991） 

ケージ：4 分 33 秒（1952） 

9.ポリフォニーの手法 

【キーワード：ミクロ・ポリフォニー、クラスター】 

リゲティ：ラミフィカシオン（1968-69） 

リゲティ：ルクス・エテルナ（1966） 

クセナキス：夜（1967-68） 

リゲティ：ポエム・サンフォニック（1962） 

アンドリーセン：ワーカーズ・ユニオン（1975） 

10.ミニマル・ミュージック 

【キーワード：テープ音楽、ミニマル・ミュージック、コンセプ

チュアル・アート、エレクトロニック・ミュージック】 

ライヒ：カム・アウト（1966） 

ライヒ：エイト・ラインズ（1979） 

ライヒ：クラッピング・ミュージック（1972） 

ライリー：イン C（1964） 

ライヒ：ディファレント・トレインズ（1988） 
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11.コンピュータの導入〜エレクトロニック・ミュージック 

【キーワード：コンピュータ音楽、モメント形式、ライブ・エレク

トロニクス、内部奏法】 

ヒラー＆アイザクソン：イリアック組曲（1957） 

クセナキス：エオンタ（1964） 

シュトックハウゼン：コンタクテ（1969-60） 

クラム：鯨の声（1971） 

サーリアホ：光の弧（1985-86） 

ファーニホウ：タイム・アンド・モーション・スタディー（1973-

76） 

12.スペクトル楽派の系譜 

【キーワード：倍音、スペクトル解析、音響合成、IRCAM】 

グリゼイ：タレア（1986） 

グリゼイ：時の渦（1994-96） 

ミュライユ：記憶／侵食（1974-75） 

13.音楽と身体 

【キーワード：表情記号、身体性、空間性、ケチャ】 

リゲティ：ヌーヴェル・アヴァンチュール（1962-65） 

シュネーベル：マウルヴェルケ（1968-74） 

フィリディ：アナーキスト・セランティーニの葬儀（2006） 

西村朗：ケチャ（1979） 

カーゲル：2 人の男のオーケストラ（1973） 

14.ミュージック・シアター 

【キーワード：レジーテアター、ムジークテアター、第四の壁、

ハプニング、グローバリズム】 

ストラヴィンスキー：兵士の物語（1918） 

ベリオ：オーパス・ナンバー・ズー（1951） 

ケージ：居間の音楽（1940） 

ケージ：シアター・ピース（1960） 

カーゲル：エクゾティカ（1970） 

【事前・事後学習-後期】 

講義動画を見たあとに「講義後課題」を提出すること。 

各回で扱う音源や映像については、可能な限り全曲視聴すること。 

講義内で紹介した演奏団体やデータベース、参考文献などを積極的に活用すること。 

【オフィスアワー】 

質問等は、講義後課題の自由記述欄にて受け付ける。 

 

668 管弦楽史Ⅰ(前期) 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 主として 18 世紀から 19 世紀までの管弦楽レパートリーを概観する。いわゆる‘大作曲家’や‘名曲’という点を結ぶよりも、な

るべく多くの作曲家と作品を紹介しつつ、歴史の中に位置づけたい。受講生には、ただ講義を受動的に捉えるのではなく、講

義で紹介された作品の楽譜や CD 等を自主的に勉強し、それが自らの音楽活動の重要な礎になると強く自覚をして欲しい。 

【到達目標】 

18 世紀から 19 世紀の管弦楽史について理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学入学以前あるいは以後に、音楽史の概説を学んだことのある学生を対象とする。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義。例年、受講者の多い授業であるため、Classroom を活用して、原則として毎回資料と動画を配信する。 

 

 

【成績評価の要点①】 
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試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○    

【授業展開と内容-前期】 

1.導入、オーケストラの黎明期、コンチェルトとシンフォニア 

2.18 世紀中頃までのドイツ語圏、18 世紀中頃までのロンド

ン、パリ、ウィーン 

3.18 世紀中盤から後半にかけてのヴィーン その他 

4.Beethoven とその時代 

5.ヴァイオリン・コンチェルトからピアノ・コンチェルトへ 

6.ポストベートーヴェンのシンフォニーと“前交響詩”の展開 

Ⅰ 

7.ポスト Beethoven のシンフォニーと“前交響詩”の展開 II、

ヴァイオリン・コンチェルトとチェロ・コンチェルトの系譜 

8.標題シンフォニー、交響詩、「新ドイツ派」 

9.19 世紀ドイツのシンフォニー 

10.Bruckner と Brahms 

11.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー１［ロシア］ 

12.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー２［チェコ、北欧］ 

13.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー３［英国、米国、イタ

リア］ 

14.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー４［フランス］ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った作曲家の管弦楽作品を CD やスコア等を通じてよく親しんでおくこと。 

資料や動画で音源を紹介しているが、実際の鑑賞は動画視聴直後にすること。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

テキストは特に指定しない。授業内で詳細なレジュメや作品表等を配布する。 

 

669 管弦楽史Ⅱ(後期) 

担当教員 沼野 雄司 教授 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 19 世紀後半以降の、交響曲を中心とする管弦楽曲を概観する。 

 言うまでもないが、これらはいわゆる「クラシック音楽」のレパートリーの中心に位置しており、音大生ならば専攻を問わず知っ

ていなければならない（= 知らないとかなり恥ずかしい！）。オーケストラの学生はもちろんだが、むしろピアノや声楽などの学

生にも強く受講をおすすめしたい。 

 ちなみに、シラバスにおける各回のテーマは、中心的に扱う楽曲の属性を示しているに過ぎない。たとえば「20世紀前半のド

イツ」といっても、必ずしもその回においてドイツの管弦楽曲ばかりを扱うわけではなく、20 世紀ドイツの管弦楽曲を中心にしな

がら、広い意味で何らかの関連を持つ作品をセットにして考察を加えるということである。  

 この講義を半年間きちんと受講すれば、19 世紀末から 20 世紀にかけての管弦楽曲の概要はほぼ完全に把握できる。かな

り「お得」な講義であり、多くの学生の受講を期待したい。 

【到達目標】 

19 世紀末以降の管弦楽曲について概要を把握するとともに、各自がそれぞれ一定のパースペクティヴを得ること。 

 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 
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できれば前期に「管弦楽史Ⅰ」を履修していることがのぞましい。 

基本的には対面で授業を行う予定なので、履修希望者が多い場合には履修制限を行なうことがある。掲示などに注意してお

いてほしい。 

【授業の形式】 

【対面】講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○  

【成績評価の要点②】 

75％以上の出席が前提。その上で試験を行なう。 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション：マーラーからの出発  

2.19 世紀末のドイツ（ロット、シュトラウス、ツェムリンスキー、

シュミット、シュレーカー、コルンゴルトなど）  

3.19 世紀末のフランス（ドビュッシー、ラヴェル、６人組、デ

ュカス、ルーセルなど）  

4.19 世紀末の民族主義（バルトーク、コダーイ、シマノフス

キ、ニールセン、シベリウス、アッテルベリなど）  

5.20 世紀前半のドイツ（ヒンデミット、シェーンベルク、ベル

ク、ウェーベルン、アイスラー、ヴァイルなど）  

6.20 世紀のロシア（グラズノフ、スクリャビン、グラズノフ、ラ

フマニノフ、プロコフィエフ、ストラヴィンスキイなど）  

7.ソ連の管弦楽作品（カリンニコフ、ミャスコフスキイ、ハチャ

トゥリアン、ショスタコーヴィチ、モソロフ、フレンニコフなど）  

8.アメリカとイギリス（アイヴズ、ガーシュウィン、コープランド、

スタンフォード、ディーリアス、エルガー、ホルストなど）  

9.イタリアと東欧 （レスピーギ、マリピエロ、カゼッラ、ヤナ

ーチェク、マルティヌー、ルトスワフスキなど） 

10.フランスとアメリカ （メシアン、デュティユー、クセナキス、

ブーレーズ、ヴァレーズ、ケージなど） 

11.前衛の展開 （ツィンマーマン、シュトックハウゼン、ベリ

オ、リゲティ、ペンデレツキ、ノーノなど） 

12.前衛以降の展開（カーター、ペッティション、ユン、ヘン

ツェ、シュニトケ、ミュライユ、ペルト、リンドベルイなど） 

13.日本の管弦楽作品  

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

なにより講義時間内の 90 分間に集中することが大切。その上で、毎回の講義でとりあげた楽曲のうち、最低１曲は、あらため

てフルサイズで聴いておいてほしい（講義内では１曲３分程度しか聴けないので）。これをやるとやらないのとでは、履修の効

果が全く異なってくる。 

【オフィスアワー】 

木曜日 13 時～15 時ほか。ただし、できる限りメール（numano＠tohomusic.ac.jp）か口頭でアポイントをとることが望ましい。 

調布２号館（図書館）１階、研究室１ 

【教材】 

適宜、指示する。毎回、プリントを配布する。 

 

670,671 室内楽史Ⅰ(前期),Ⅱ(後期) 

担当教員 沼口 隆 講師 曜日時限 水 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 
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 18 世紀後半から 20 世紀中庸までの室内楽の歴史を概観する。弦楽四重奏曲の歴史をひとつの縦糸としながらも、その他

の編成の楽曲にも充分な目配りを心がける。主要な作曲家の中核的な作品を中心に取り上げてゆくが、「主要」や「中核」も大

いに問い直されるべき概念なので、それらをも批判的に考察できるように、シラバスでは名前を挙げていない作曲家たちや時

代背景などについても視野に含めてゆく。 

【到達目標】 

 室内楽史の大まかな流れを把握し、楽譜を見たり音源を聴いたりした際に、時代ごとに特徴的なジャンルや楽曲の特徴が分

かるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

▼Google Classroom を使用します。 

▼講義は、Classroom に装備されている Google Meet を使って行います。 

▼講義は録画し、Classroom 内にリンクを貼って見られるようにしますので、同時に視聴する必要はありません。 

▼毎回、小さな課題を出し、その提出回数をもって出席回数に代えます。 

▼課題の内容は、成績に反映されます。 

※授業の進め方の詳細については、学期の最初に資料を配って説明をします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

「授業の形式」にも記した通り、毎回の課題の内容が成績評価に反映されます。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入：「室内楽」の概念、古典派に至るまでの前史 

2.ハイドンの室内楽曲 

3.ハイドンと同時期に活躍した作曲家たちの室内楽曲 

4.モーツァルトの室内楽曲 

5.盛期古典派の室内楽曲 

6.ベートーヴェンの室内楽曲 

7.ベートーヴェンと同時期に活躍した作曲家たちの室内楽

曲 

8.管楽アンサンブルの確立 

9.F．シューベルトの室内楽曲 

10.ルイ・フェルディナンドとルイ・シュポーアの室内楽曲 

11.メンデルスゾーンの室内楽曲 

12.R．シューマンの室内楽曲 

13.メンデルスゾーン、シューマンと同時期に活躍した作曲

家たちの室内楽曲 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.導入：演奏会の発展と室内楽の変容 

2.ブラームスの室内楽曲 

3.ドイツ語圏における 19 世紀末の室内楽曲 

4.19 世紀の北欧の室内楽曲 

5.19 世紀のロシアの室内楽曲 

6.19 世紀の東欧の室内楽曲 

7.19～20 世紀のフランスの室内楽曲（１）フランク、サン＝

サーンスほか 

8.19～20 世紀のフランスの室内楽曲（２）ドビュッシー、ラヴ

ェルほか 

9.レーガー、ヒンデミットとその周辺 

10.バルトーク、コダーイとその周辺 

11.シェーンベルクとその弟子たち 

12.「６人組」とその時代 

13.ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ 

14.学習内容のまとめ 
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【事前・事後学習-後期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【オフィスアワー】 

以下のメールアドレスに御連絡ください： 

numaguchi-takashi@pl.tohomusic.ac.jp 

遠隔授業ですので、時間帯の指定はしません。返信可能な時に返信します。 

【教材】 

配付資料。 参考書については、必要に応じて適宜、指示します。 

 

672 ｵﾍﾟﾗ・ｵﾗﾄﾘｵ史Ⅰ(前期) 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 オペラとオラトリオはヨーロッパが育んできた大規模声楽曲の二大ジャンルである。本講義では 17 世紀から 19 世紀（主とし

てドイツ語圏）まで、これらのジャンルを歴史的に概観する。近年は特にオペラが DVD の形で広く普及し、そのレパートリーは

広がっている。講義内で多くのレパートリーを映像や録音で体験していこうと考えているが、受講生には本学図書館を活用し

て、自主的にレパートリーの広がりを体験して欲しい。 

【到達目標】 

授業で扱う時代と国・地域のオペラ・オラトリオの歴史、重要な作曲家・作品について理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学入学以前または以降に、音楽史の通史を学んだことのある者。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義。例年受講者の多い授業であるため、Classroom を利用して、原則的に毎回資料と動画を配信する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○    

【授業展開と内容-前期】 

1.オペラ・オラトリオ史の課題 

2.17 世紀のオペラ（Monteverdi、Lully、Purcell を中心に） 

3.オラトリオの誕生 17 世紀のオラトリオ 歌手たち 

4.オペラ/オラトリオ以外の大規模声楽曲 

5.18 世紀のカンタータ 

6.18 世紀のオラトリオ 

7.18 世紀のオペラ 

8.モーツァルトのオペラとカンタータ/オラトリオ 

9.ハイドンのオペラ、オラトリオ、ミサ曲 

10.ベートーヴェンのカンタータ、オラトリオ、オペラ 

11.シューベルトの劇音楽と教会音楽 

12.19 世紀前半ドイツにおける合唱運動とオラトリオ創作、

メンデルスゾーンのオペラ、オラトリオ、劇付随音楽 

13.シューマンのオペラ(的作品)オラトリオ(的作品) 

14.リストのオラトリオ 

 

【事前・事後学習-前期】 
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授業で扱った作曲家の作品を CD、DVD、スコア等で復習をすること。 

資料や動画で紹介した音源を動画視聴直後に鑑賞すること。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

テキストは特に指定しないが、授業毎に詳細なレジュメと作品表を配布する。 

 

673 ｵﾍﾟﾗ・ｵﾗﾄﾘｵ史Ⅱ(後期) 

担当教員 沼野 雄司 教授 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 専攻を一切問わず、あらゆる学生に積極的に受講をお勧めしたい。 

 オペラ史というと声楽専攻の学生を対象としているように思われがちだが、言うまでもなく、19世紀以降に書かれたロッシーニ

からシュトラウスにいたる作曲家の作品は、当時から現在にいたるまでヨーロッパのクラシック音楽における中心的な位置を占

めており、彼らの代表的なオペラは、音大生ならば「常識」として必ず知っていなければならない。これまで日本では、常設の

オペラハウスがほとんど存在しないこともあって、様々な楽曲の全体像を把握することはきわめて難しかった。しかし、近年は

DVD ソフトなどが急速に充実したこともあって、徐々に 19～20 世紀オペラの全体像をつかむことができるようになっている。

もはや「オペラのことはよく知らない」では済まされない時代といってもよい。 

 本講義内でも映像資料を十分に活用しながら（毎回、５本程度のオペラを視聴する）、多くの作品を紹介するとともに、現代

の演出の動向などにも踏み込んで検討したい。 

 また、本講義では先にあげたような「中心」（＝有名作曲家の代表作）だけではなく、その同時代に生起している「周縁」（＝こ

れまで十分に知られてこなかった作品）にも気を配りながら議論を展開していくつもりである。ヨーロッパでは頻繁に上演されて

いるものの、日本では陽の目を見ることが少ない現代オペラについても、時間の許す限りとりあげたい。 

【到達目標】 

19 世紀以降のオペラについての概要を把握するとともに、各自がそれぞれのパースペクティヴを得ること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

オペラ・オラトリオ史Ⅰ（前期）を履修していることが望ましい。 

基本的には対面で授業を行う予定なので、履修希望者が多い場合には履修制限を行なうことがある。掲示などに注意された

い。 

【授業の形式】 

【対面】講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○  

【成績評価の要点②】 

75％以上の出席が前提。その上で試験を行なう。 

【授業展開と内容-後期】 
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1.イントロダクション：オペラ入門 

2.19 世紀前半のイタリア：ベルカントとは？ 

3.19 世紀前半のドイツ：ロマン派オペラの誕生 

4.19 世紀前半のフランス：グラントオペラと様々な様式 

5.19 世紀後半のイタリア：Verdi の音楽世界 

6.19 世紀後半のドイツ：Wagner の音楽世界 

7.19 世紀のロシア：民族主義とオペラの関係 

8.19 世紀末から 20 世紀のイタリア：ヴェリズモの展開 

9.19 世紀末から 20 世紀のフランス：象徴主義と御伽噺 

10.20 世紀のドイツ語圏１：２人のシュトラウス 

11.20 世紀のドイツ語圏２：新ウィーン楽派とその周辺 

12.第一次大戦後のオペラ：チェコ、ロシア、イギリス 

13.第二次大戦後のオペラ：20 世紀後半の試み 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

なにより講義時間内の 90 分間に集中することが大切。その上で毎週、講義でとりあげたオペラのうち１曲は、あらためてフルサ

イズで観ておいてほしい（講義内では１曲５分程度しか聴けないので）。これをやるとやらないのとでは、履修の効果が全く異

なってくる。 

【オフィスアワー】 

木曜日 13 時～15 時ほか。ただし、できる限りメール（numano＠tohomusic.ac.jp）などでアポイントをとることが望ましい。 

調布２号館（図書館）１階、研究室１ 

【教材】 

適宜、講義内で指示する。 毎回、プリントを配布する。 

 

674 音楽史Ⅰ 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 中世初期から 18 世紀までの音楽史を対象とするが、とくに 17 世紀初頭から 18 世紀末までの時代に重点を置く。各時代の

「傑作」の概観、作曲技法の変遷を辿ることだけでなく、音楽の社会的・政治的・文化的側面も重視する。また、歴史認識・叙

述が特定の人々の視点から行なわれざるを得ないという反省を意識して、その視点からこぼれ落ちる「外部」のことも考えてい

きたいと思う。 

【到達目標】 

中世から古典派までの音楽史の流れ等について理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学、古楽器専攻 1 年次必修 

【授業の形式】 

【遠隔】講義。原則として、Classroom を利用し、資料と動画を毎回配信するが、状況が許せば対面式での講義も検討したい。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○    

【授業展開と内容-前期】 

1.導入:西洋音楽史の時代区分、音楽史を学ぶ意義 

2.ヨーロッパの成立とローマ・キリスト教の諸聖歌。「グレゴリ

オ聖歌」とその伝播 

3.ポリフォニーの「誕生」。「アルス・ノーヴァ」と「トレチェント」。
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世俗音楽の「痕跡（楽譜）」 

4.ポリフォニーの「誕生」。「アルス・ノーヴァ」と「トレチェント」。

世俗音楽の「痕跡（楽譜）」 

5.ポリフォニーの「誕生」。「アルス・ノーヴァ」と「トレチェント」。

世俗音楽の「痕跡（楽譜）」 

6.ルネサンス時代の社会と音楽（概論）。古典文化の「内部

化」の過程 

7.イベリア半島、英国、ドイツ語圏、植民地世界のルネサン

ス音楽 

8.中世、ルネサンス時代の器楽曲と楽器 

9.バロック時代の社会と音楽（概論） 

10.オペラの「誕生」とそのイタリアでの伝播 

11.17 世紀前半の世俗的声楽曲 

12.イタリア語文化圏外の劇音楽-仏語、英語、独語文化圏

を中心に 

13.イタリア語文化圏外の劇音楽-仏語、英語、独語文化圏

を中心に 

14.カトリック文化圏の教会音楽 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った作曲家や音楽について事後によく復習すること（目安 60 分）。 

資料や動画で紹介した音源は、動画視聴直後に必ず鑑賞すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.非カトリック文化圏の教会音楽-英国とドイツを中心に 

2.バロック時代における主要な器楽ジャンル 

3.鍵盤楽器のための音楽 

4.弦楽器のための音楽 

5.管楽器のための音楽 

6.古典派時代の古典派時代の社会と音楽（概論） 

7.17～18 世紀における楽器、演奏法の変遷 

8.声楽曲１ オペラとその諸改革 

9.声楽曲１ オペラとその諸改革 

10.器楽曲１ ソナタ、弦楽四重奏曲など―後世の「規範」と

なったジャンル対「変わった編成」の音楽 

11.器楽曲２ 鍵盤楽器のための音楽 「識者」or/and「愛好

家」のために。変貌するフォルテピアノとヴィルトゥオーゾ 

12.器楽曲３ シンフォニーとコンチェルト―「特権化」以前

の諸相 

13.器楽曲３ シンフォニーとコンチェルト―「特権化」以前

の諸相 

14.仏革命期の音楽 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った作曲家や音楽について事後によく復習すること（目安 60 分）。 

資料や動画で紹介した音源は、動画視聴直後に必ず鑑賞すること。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

とくにテキストは指定しない。授業で参考文献や参考ディスク（本学図書館所蔵のものも含む）などを紹介する。 

 

676 音楽史Ⅱ 

担当教員 神保 夏子 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 M. カッロッツィ／C. チマガッリ『西洋音楽の歴史』第 3 巻（川西麻理訳、シーライトパブリッシング、2011 年）を 1 年かけて講

読することを通して、19 世紀初頭から現代までの西洋音楽史の流れを追いつつ、各時代の重要な作曲家・作品・トピックにつ

いての理解を深める授業です。受講者は毎回教科書の該当範囲を読み、積極的に学習することが求められます。 

【到達目標】 
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１）各時期の音楽や音楽文化の特質について、様々な実例を挙げながら説明できる。 

２）１９～２０世紀の代表的な音楽作品とその特徴を音楽史の流れと関連付けて説明できる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学２年次必修。音楽史を学ぶ意欲のある他専攻の学生も歓迎しますが、教科書が比較的込み入っているため、音楽史の

文献を「読む」ことに関心のない方の履修はお勧めできません。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義。Google Classroom に授業動画とレジュメ（PowerPoint 形式）をアップするので、各自オンデマンドで受講すること。

受講後は簡単な確認テスト（選択肢式）に取り組み、授業コメントを提出してください（ともに Google Form を使用予定）。 

Google Classroom のクラスコードと学生用ガイドは本シラバス第 1 回に添付しています。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

原則として授業回数の 75％以上の出席が成績評価の前提となります。小テスト等の積み重ねが成績評価のベースとなるため、

課題の提出忘れがないよう十分に注意してください。 

 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業ガイダンス＋[教科書第 7 部のイントロダクション] ロ

マン主義の美学的必要条件 

2.[教科書 32.1]ジョアッキーノ・ロッシーニ（１）18 世紀のオ

ペラとロマン派のグラントペラの狭間にいた皮肉屋のペー

ザロ人の話 

3.[教科書 32.2]ジョアッキーノ・ロッシーニ（２）19 世紀初め

のイタリアにおけるオペラ・ブッファ（《アルジェのイタリア女》） 

4.[教科書 33.1]ロマン派初期の世代：ヴェーバーとシュー

ベルト（１）1 人の北の作曲家と 1 人の南の作曲家 

5.[教科書 33.2]ロマン派初期の世代：ヴェーバーとシュー

ベルト（２）シューベルトの大小の形式（《冬の旅》、《交響曲

第 9 番「ザ・グレート」》） 

6.[教科書 34.1]ロマン派の 3 人の作曲家：メンデルスゾー

ン、シューマン、ショパン（１）3 人の作曲家を筆頭とするロマ

ン派世代 

7.[教科書 34.2] ロマン派の 3 人の作曲家：メンデルスゾー

ン、シューマン、ショパン（２）ロマン派のピアノ音楽（シュー

マン《ダヴィッド同盟舞曲集》、ショパン《前奏曲》op.28-2・

《バラード第 3 番》） 

8.[教科書 35.1]ベルリオーズとリスト：絶対音楽？（１）ロマン

派音楽の「固定楽想」 

9.[教科書 35.2]ベルリオーズとリスト：絶対音楽？（２）器楽

音楽における循環性と標題（ベルリオーズ《幻想交響曲》、

リスト《山上交響曲》） 

10.[教科書 36.1]19 世紀のイタリアオペラ（１）英雄と独裁者、

慣習と劇の話 

11.[教科書 36.2]19 世紀のイタリアオペラ（２）ヴェルディの

オペラにおける文学的な必要条件、劇作法の構造、音楽

の形式（《リゴレット》） 

12.[教科書 37.1]リヒャルト・ヴァーグナーと楽劇（１）「未来の

芸術作品」 

13.[教科書 37.2]リヒャルト・ヴァーグナーと楽劇（２）ヴァーグ

ナーの音楽的劇作法（《ラインの黄金》） 

14.[教科書 38.1]19 世紀後半の交響楽：ブラームスからマ

ーラーへ（１）「進歩主義」と「保守主義」 

【事前・事後学習-前期】 

授業の前後に各自で教科書に目を通しておくことが望ましい。時間の範囲で扱わなかった関連音源（PowerPoint 資料に

Naxos または YouTube の URL があります）も可能な範囲で視聴しておくこと。 

学習時間：30～60 分程度／週（授業動画視聴時間を除く） 

【授業展開と内容-後期】 

1.[教科書 38.2]19 世紀後半の交響楽：ブラームスからマー

ラーへ（２）19～20 世紀の交響楽（ブラームス《交響曲第 4

番》、マーラー《交響曲第 6 番「悲劇的」》） 

2.第 7 部の振り返り＋ [教科書第 8 部のイントロダクション]



 107 

新しい音楽の道 

3.[教科書 39.1]19 世紀の音楽における愛国主義と写実主

義（１）自らの根源を探求する作曲家たち 

4.[教科書 39.2]19 世紀の音楽における愛国主義と写実主

義（２）ロシアの写実主義とヨーロッパの伝統（ムソルグスキ

ー《ボリス・ゴドゥノフ》） 

5.[教科書 40.1]19～20 世紀のフランスとイタリア（１）偽印象

主義と偽写実主義 

6.[教科書 40.2]19～20 世紀のフランスとイタリア（２）ドビュッ

シーの語法と形式の革新（《前奏曲集第 1 巻》より〈沈める

寺〉） 

7.[教科書 41.1]ウィーン楽派（１）3 人のウィーン人の無調性

と 12 音技法 

8.[教科書 41.2]ウィーン楽派（２）ウィーン楽派の無調性と

12 音技法（シェーンベルク《月に憑かれたピエロ》、ヴェー

ベルン《変奏曲》op.30） 

9.[教科書 42.1]ストラヴィンスキーと新古典主義（１）過去で

遊ぶ作曲家たち 

10.[教科書 42.2]ストラヴィンスキーと新古典主義（２）大衆

的な伝統と近代的な伝統の狭間のストラヴィンスキーのロシ

ア時代（《春の祭典》） 

11.[教科書 43.1]ダルムシュタットと前衛派（１）肥沃な国の

境界における探索 

12.[教科書 43.2]ダルムシュタットと前衛派（２）総音列主義

に向かって（メシアン《音価と強度のモード》、ブーレーズ

《構造 I》） 

13.[教科書 44.1]電子音楽とその他（１）新しい音楽のため

の新しい道 

14.[教科書 44.2]電子音楽とその他（２）カールハインツ・シ

ュトックハウゼンの作品における群のための楽曲と電子音

楽（《ピアノ曲 V》、《コンタクテ》） 

【事前・事後学習-後期】 

授業の前後に各自で教科書に目を通しておくことが望ましい。時間の範囲で扱わなかった関連音源（PowerPoint 資料に

Naxos または YouTube の URL があります）も可能な範囲で視聴しておくこと。 

学習時間：30～60 分程度／週（授業動画視聴時間を除く） 

【オフィスアワー】 

授業に関する質問はメールで随時受け付けています（メールアドレスは本シラバス前期第 1 回の添付資料を参照）。 

【テキスト】 

1.西洋音楽の歴史３（シーライト・パブリッシング）  Ｍ．カッロッツォ／Ｃ．チマガッリ（川西麻理訳）  2011 年  \5,200 

9784903439105   

備考：履修者は前期第 3 回授業までに必ずこの教科書を入手するようにしてください（ネット書店推奨、古書可） 

図書館資料請求記号：WS02-788 

【教材】 

教科書の冒頭部分（第 7 部のイントロダクションと最初の章）を本シラバス前期第 1 回に添付していますので、履修の参考にご

覧ください。あわせてイタリア語の原書の PDF も添付しています。 

【その他】 

・初回授業時までに、本シラバス前期第 1 回の添付ファイル「音楽史 II_Google Classroom のパスコードと教員連絡先.pdf」記

載の URL とクラスコードより Google Classroom にログインしておいてください。 

・確認テストへのフィードバックは回答後すぐに自動表示されます。個別の質問へのフィードバックは Google Form のフィード

バック機能を用いて個別に行います（原則 1 週間以内）。質問への回答を急ぐ場合は見落としを防ぐためメールでご連絡くだ

さい。 

 

678 音楽史各論Ⅰ(後期) 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 4 時限 



 108 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 特定のジャンルや時代についての歴史的概観ではなく、バロックから20世紀初頭に至るまでの音楽作品を例に、一般に「古

楽」と呼ばれうる事象についての多角的概観を目指す。歴史的な観点から「真性な」解釈が存在するという本質論的仮説への

懐疑を常に意識し、あくまでも歴史的観点が現代にもたらす創造的な可能性にこそ「古楽」的な発想の本領があることは言うま

でもない。 

【到達目標】 

古楽あるいはピリオド楽器演奏についての理解を多角的に深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

古楽器専攻必修 

【授業の形式】 

【遠隔】講義。原則として Classroom を活用する。ただし状況によっては、対面式の授業も検討する。 

 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○  

【授業展開と内容-後期】 

1.「歴史」は常に改訂されうるということ―歴史主義的本質

論の陥穽 

2.演奏解釈の歴史性① 20 世紀の録音史を通して 

3.演奏解釈の歴史性② HIP の展開と現在、問題点 

4.楽譜テクストの歴史性① 批判版（原典版）の是非 

5.楽譜テクストの歴史性② 「解釈版」の示唆するもの 

6.楽器の歴史性① ピアノを例に 

7.楽器の歴史性② 

8.楽典知識の歴史性① スタッカート論争を例に 

9.楽典知識の歴史性② 変貌する速度標語の意味 

10.演奏法の歴史性① 弦楽器のヴィブラート奏法を例に 

11.演奏法の歴史性② テンポ・ルバートとは？ 

12.演奏法の歴史性③ 即興的装飾の歴史的射程 

13.レパートリーの歴史性 「名曲」の移り変わり 

14.歴史的「様式研究」が演奏解釈へ及ぼす影響 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った概念、用語、CD、楽譜等についてよく復習すること。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

とくにテキストは指定しないが、授業で参考文献や参考ディスク（本学図書館所蔵のものも含む）などを紹介する。 

 

679 音楽史各論Ⅱ(前期) 

担当教員 川本 聡胤 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

この授業では、ポピュラー音楽について学びます。ポピュラー音楽と一口にいっても、実に多種多様なスタイルとジャンルに枝

分かれしています。まずスタイルとはなにか、ジャンルとは何かについて学び、そのあとに、いくつかのスタイル、そしていくつ

かのジャンルについて、豊富な具体例とともに学びます。主として欧米のポピュラー音楽を扱いますが、J-POP も織り交ぜてい

きます。 

【到達目標】 

（１）ポピュラー音楽のスタイルについて、理論的な理解を深めること。 

（２）ポピュラー音楽のジャンルについて、理論的な理解を深めること。 

（３）ポピュラー音楽のスタイルとジャンルの関係につき、理論的な理解を深めること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ポピュラー音楽のことを本当に理解するには、自分の好きな特定のジャンルの音楽だけではなく、その他のあらゆる音楽を分

け隔てなく聞くことが大事です。この授業を通じて、知識の幅を広げてもらえたらと思います。 

【授業の形式】 

【遠隔】Google Classroom により遠隔で授業を行います。講義動画を毎週アップします。また最終回にレポート課題を発表しま

す。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○   ○ 

【成績評価の要点②】 

「レポート」・・・曲を聴いて、楽曲を構成するさまざまな要素について、授業内容に関連づけて説明してもらいます。毎回の授

業をしっかりとノートを取りつつ受講し、また毎週触れられた曲例をしっかり聞き直すといった努力を重ねている人は、レポート

がよく書けると思います。 

「授業への取り組み」・・・第１週から第１３週までの毎週の授業内で「練習問題」を出します。ただし、毎週解答を提出していた

だく必要はありません。どの週でも構わないので一回だけ、解答を提出してください。これを「授業への取り組み」として評価し

ます。 

いずれも、詳しくは第１回目の授業内で詳しくご説明します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ポピュラー音楽のスタイルとジャンル 

2.ダンスミュージック 

3.バラード 

4.ルーツミュージック 

5.ワールドミュージック 

6.バックグラウンドミュージック 

7.フォアグラウンドミュージック 

8.アーリージャズ 

9.スウィング 

10.モダンジャズ 

11.実験ジャズ 

12.コンテンポラリージャズ 

13.ポストジャズ 

14.まとめとレポート課題発表 

レポート課題は、指定された曲を聴いて、これまで授業で

学んだことに関連付けつつ論じてもらうという内容です。詳

細は授業内で説明します。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で流された曲を授業後によく聞き直し、授業で学んだ要素が聞き取れるようになるまで繰り返し聞いてから、次回の授業

にのぞんでください。事前事後学習のための所要時間目安は 60 分です。 

毎回、２０〜３０分程度の動画を見て学習してもらいます。繰り返し視聴することにより、理解を深めてください。 

【オフィスアワー】 

お問い合わせは kawamoto.akitsugu@g.tohomusic.ac.jp までメールください。 
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680,681 音楽史各論Ⅲ(前期),Ⅳ(後期) 

担当教員 梅津 時比古 学長 曜日時限 水 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 クラス内で順番を決めて、一人ずつ自由曲を演奏し、それに対して全員が批評を書き、議論します。皆が認めた素晴らしい

演奏は、校外のコンサートに出演してもらいます。そういうことを通して、各自の演奏を高めると共に、批評の書き方、様式につ

いての考え等について学びます。コロナの影響でオンライン授業になる場合は前期、後期共にシューベルトの歌曲集を多様

な視点から分析する講義をオンラインで行います。 

【到達目標】 

表現としての演奏の本質を見極められるようにする 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

専攻楽器は何でも構いません。演奏しない人も作曲作品の依頼演奏などで参加できます。 

【授業の形式】 

【対面】演習  実演・討論 という形で進めます。オンラインの場合は、講義になります。作品の分析のレポートによって成績を

つけます。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.全員で演奏の順番決めと曲目申請。オンラインになる場

合は講義の進め方の説明 

2.演奏・議論・批評の第１回。オンラインの場合は、シュー

ベルト「水車屋の美しい娘」の背景について 

3.演奏・議論・批評の第２回。オンラインの場合は「水車屋

の美しい娘」から第１曲「さすらい」について 

4.同第３回。オンラインの場合は同「どこへ？」「止まれ！」

について 

5.同第４回。オンラインの場合「小川への感謝の言葉」につ

いて 

6.同第５回。オンラインの場合「仕事を終えた宵の集いで」

について 

7.同第６回。オンラインの場合「知りたがりや」「いらだち」に

ついて 

8.同第７回。オンラインの場合「朝の挨拶」について 

9.同第８回。オンラインの場合「水車屋の花」「涙の雨」につ

いて 

10.同第９回。オンラインの場合「僕のものだ！」「やすみ」に

ついて 

11.同１０回。オンラインの場合「リュートの緑色のリボン」「狩

人」について 

12.同第１１回。オンラインの場合「嫉妬と誇り」「好きな色」に

ついて 

13.同第１２回。オンラインの場合「嫌いな色」「しぼめる花」

について 

14.同第１３回。オンラインの場合「粉ひきと小川」「小川の子

守歌」について 

【事前・事後学習-前期】 

演奏者は練習時間を充分に確保してください。事後はできれば反芻３０分．オンラインの場合は、シューベルトの曲の事前調

べ３０分、事後はできれば復習に３０分を当てて下さい。 
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【授業展開と内容-後期】 

1.後期の演奏順番と曲目を決めます。オンラインになる場

合は講義の進め方の説明 

2.後期演奏第１回。オンラインの場合は、「冬の旅」の背景

について 

3.同第２回。オンラインの場合は「冬の旅」から第１曲「おや

すみ」について 

4.同第３回。オンラインの場合「風見鶏」について 

5.同第４回。オンラインの場合「凍った涙」について 

6.同第５回。オンラインの場合「菩提樹」について 

7.同第６回。オンラインの場合「あふれ流れる水」について 

8.同第７回。オンラインの場合「河の上で」について 

9.同第８回。オンラインの場合「鬼火」について 

10.同第９回。オンラインの場合「春の夢」について 

11.同第１０回。オンラインの場合「孤独」について 

12.同第１１回。オンラインの場合「冬の旅」前半のまとめ 

13.同第１２回。オンラインの場合「冬の旅」後半の背景につ

いて 

14.同１３回。オンラインの場合「冬の旅」前半と後半の関係

性について 

【事前・事後学習-後期】 

演奏曲目の事前調べ３０分 演奏者は練習時間を充分に確保してください。 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは定めないが、相談がある場合は、事前に予約してください。 

 

682,683 音楽史各論Ⅴ(前期),Ⅵ(後期) 

担当教員 沼口 隆 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜歌曲史＞ 

 中世の単旋律歌曲から 20 世紀の芸術歌曲まで、西洋芸術音楽の範疇に含まれる歌曲を一通り概観する。 

 前期には 19 世紀前半まで、後期には 19 世紀後半以降を扱う。時代による変化を実例に則して理解できるようにしてゆく。 

【到達目標】 

歌曲の歴史の概要を把握し、楽譜を見たり音源を聴いたりした際に、時代ごとに代表的なジャンルの特徴が分かるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

▼Google Classroom を使用します。 

▼講義は、Classroom に装備されている Google Meet を使って行います。 

▼講義は録画し、Classroom 内にリンクを貼って見られるようにしますので、同時に視聴する必要はありません。 

▼毎回、小さな課題を出し、その提出回数をもって出席回数に代えます。 

▼課題の内容は、成績に反映されます。 

※授業の進め方の詳細については、学期の最初に資料を配って説明をします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 
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 ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

「授業の形式」にも記した通り、毎回の課題の内容が成績評価に反映されます。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入、15 世紀までの単旋律歌曲（1） 

2.15 世紀までの単旋律歌曲（2） 

3.14 世紀のイタリアとフランスの多声歌曲 

4.15 世紀のイタリアとフランスの多声歌曲 

5.16 世紀の多声歌曲（1）：フランス、ドイツ、イギリス、スペイ

ン 

6.16 世紀の多声歌曲（2）：イタリア その 1 

7.16 世紀の多声歌曲（3）：イタリア その 2 

8.バロック時代の歌曲 

9.18 世紀後半のリート（1）：ベルリン・リート楽派、バラード 

10.18 世紀後半のリート（2）：ヴィーンのリートと芸術歌曲の

成立 

11.19 世紀前半のリート（1）：19 世紀前半のリートの美学；

19 世紀前半のベルリン その 1 

12.19世紀前半のリート（2）：19世紀前半のベルリン その２ 

13.19 世紀前半のリート（3）：19 世紀のバラード、F. シュー

ベルト 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.19 世紀前半のリート（4）：R.シューマンの「歌の年」と C.

シューマン 

2.リートからゲザングへ（1）：リートの美学の変容（後期シュ

ーマンとリストほか） 

3.リートからゲザングへ（2）：ブラームスほか 

4.リートからゲザングへ（3）：ヴォルフほか 

5.世紀転換期のオーケストラ歌曲（1）：マーラーほか 

6.世紀転換期のオーケストラ歌曲（2）：R.シュトラウスほか 

7.ロマンスからメロディへ：ベルリオーズほか 

8.1870 年以降のメロディとフランス語圏のオーケストラ歌曲

（1）：デュパルク、ショーソンほか 

9.1870 年以降のメロディとフランス語圏のオーケストラ歌曲

（2）：フォーレほか 

10.メロディと新たな音楽語法（1）：ドビュッシー、ラヴェルほ

か 

11.メロディと新たな音楽語法（2）：「六人組」ほか 

12.ドイツ語圏、フランス語圏以外の歌曲 

13.20 世紀前半の歌曲：新ヴィーン楽派ほか 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【オフィスアワー】 

以下のメールアドレスに御連絡ください： 

numaguchi-takashi@pl.tohomusic.ac.jp 

遠隔授業ですので、時間帯の指定はしません。返信可能な時に返信します。 

【教材】 

配付資料。参考書については、必要に応じて適宜、指示します。 

 

686,687 音楽史各論Ⅸ(前期),Ⅹ(後期) 

担当教員 藤村 晶子 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

〈世界大戦と音楽〉 

 20 世紀前半に起きた二つの世界大戦と音楽文化の関わりを広く考察する。大戦前夜から 1920 年代初頭には、多様な芸術

運動が次々に現れた（未来派、ダダ、シュルレアリスム、ロシア・アヴァンギャルド、新即物主義など）。その主張はそれぞれ異

なっていても、ヨーロッパの衰退に対する危機感と芸術の変革をめざす点では共通していた。この授業では、その言わば「終

わりの始まり」である大戦前後の芸術が、現代の私たちに投げかける問題を考えたい。国際社会の動向や他ジャンル芸術との

関連も視野に入れながら、「クラシック音楽」の変容を多角的にとらえることが授業の目的である。 

 前期は時代全体の特色を、四名の音楽家（シェーンベルク、ストラヴィンスキー、バルトーク、ヒンデミット）を主軸として考える

（＝概論）。両大戦間期は、多くの音楽家がさまざまな理由で自国を去り離散することを余儀なくされた時代でもあった。今年

度の後期は「亡命者たち」に焦点を当て、ドイツ、ハンブルク大学プロジェクト『ナチ時代に追放された音楽家辞典』（2005 年よ

り更新中）を一つの参照点として、亡命とメディアという観点から両大戦間期の音楽を再考する。昨年度に扱ったパウル・ヒン

デミット《画家マティス》の新情報にも触れる予定。 

 半期ごとの受講が可能だが、時代全体への理解のためには通年での受講が望ましい。 

【到達目標】 

20 世紀前半の音楽文化に何が起きていたのかを理解する。二つの世界戦争が今日まで及ぼしている持続的影響への理解

を深め、「クラシック音楽の現在」への問題意識を育てる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学二年次以上が望ましい。積極的に授業に参加できるなら一年次でも可。現代の音楽と文化に広く関心のある者。 

【授業の形式】 

【遠隔】＝前期、【対面】＝後期。講義中心。受講生と双方向で問題を考察する機会として、各回のコメント・ペーパーを重視す

る。受講生の積極的な参加を歓迎する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

学期末レポート、および授業への出席状況。受講者にはほぼ毎回、授業内容についてのコメントを書いてもらう。これらを総合

的に評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション／戦後ドイツの「負の遺産」① 

2.戦後ドイツの「負の遺産」② メシアン、リゲティ、ツェラン 

3.1910年/1930年 ① モデルネの始まりとしての 1910年・

美術における問題提起 

4.1910 年/1930 年 ② シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

5.1910 年/1930 年 ③ シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

6.1910 年/1930 年 ④ シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

7.1910 年/1930 年 ⑤ シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

8.両大戦間という時代 ① 伝統を粉砕せよ・未来派 

9.両大戦間という時代 ② 伝統を粉砕せよ・シュルレアリス

ム（＝超現実主義） 

10.両大戦間という時代 ③ 変貌するロシア・実験と統制

のあいだで 

11.両大戦間という時代 ④ 変貌するロシア・実験と統制

のあいだで 

12.両大戦間という時代 ⑤ 新しい秩序をもとめて 

13.両大戦間という時代 ⑥ 新しい秩序をもとめて 

14.まとめ・両大戦間期の芸術が投げかけるもの 

【事前・事後学習-前期】 

毎回の授業で扱う概念、作品、人名について予習復習を行い、授業テーマへの理解を深めること。特に、レジュメ記載の文献、
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CD は各自が必ず確認すること（目安 60 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション／両大戦間期における亡命・移民・離

散（ディアスポラ） 

2.ハンブルク大学プロジェクト『ナチ時代に追放された音楽

家辞典 Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der 

NS-Zeit』について ① 

3.ハンブルク大学プロジェクト『ナチ時代に追放された音楽

家辞典 Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der 

NS-Zeit』について ② 

4.ヴァイマル共和国期の音楽とメディア ① ジャズ・エイジ 

5.ヴァイマル共和国期の音楽とメディア ② 映画が喋りだ

す・サイレントからトーキーへ 

6.ヴァイマル共和国期の音楽とメディア ③ 映画が喋りだ

す・コルンゴルトとハリウッド映画 

7.ヴァイマル共和国期の音楽とメディア ④ ブレヒトとヴァ

イルの演劇改革 

8.ヴァイマル共和国期の音楽とメディア ⑤ ブレヒトとヴァ

イルの演劇改革 

9.ヴァイマル共和国期の音楽とメディア ⑥ ラジオという思

想――ヒンデミットとフランクフルト放送 

10.ヴァイマル共和国期の音楽とメディア ⑦ ラジオという

思想――ヒンデミットとフランクフルト放送 

11.テレージエンシュタットの音楽 ① 

12.テレージエンシュタットの音楽 ② 

13.まとめ ① なぜ「亡命」が問われ続けるのか 

14.まとめ ② 両大戦間期の芸術が投げかけるもの 

【事前・事後学習-後期】 

毎回の授業で扱う概念、作品、人名について予習復習を行い、授業テーマへの理解を深めること。特に、レジュメ記載の文献、

CD は各自が必ず確認すること（目安 60 分）。 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に定めないが、事前に連絡すること 

【教材】 

毎回プリントを配布。授業内で随時紹介。 

〈主要参考文献」 

『世界音楽の本』（岩波書店、2007 年） WR05-123 

『20 世紀を語る音楽 1,2』（アレックス・ロス、柿沼敏江訳、みすず書房、2010 年） WR05-719、WR05-720 

『現代の起点・第一次世界大戦』（全 4 巻、山室信一、岡田暁生、小関隆、藤原辰史共同編集、岩波書店、2014 年）  

WR06-798、WR06-799、WR06-800、WR06-801 うち、特に第 3 巻『精神の変容』 

『〈クラシック音楽〉はいつ終わったのか？――音楽史における第一次世界大戦の前後』（岡田暁生、人文書院、2010 年） 

WR05-695 

『葛藤する形態――第一次世界大戦と美術』（河本真理、人文書院、2010 年） WR06-313 

『ワイマル文化を生きた人々』（W.ラカー、脇圭平訳、ミネルヴァ書房、1980 年） WR05-908 

『バルトーク音楽論選』（B.バルトーク、伊東信宏・太田峰夫訳、ちくま書房、2018 年） 

『批判的想像力のために・グローバル化時代の日本』（テッサ・モーリス＝スズキ、平凡社、2002 年） 

『アウシュヴィッツと〈アウシュヴィッツの嘘〉》（ティル・バスティアン、石田雄治ほか訳、2005 年） 

 

688,689 音楽史各論ⅩⅠ(前期),ⅩⅡ(後期) 

担当教員 上田 泰史 講師 曜日時限 火 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 
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【授業の概要】 

前期：＜ピアノ音楽における「古典」の創出：過去と対峙する 19 世紀＞ 

後期：＜ピアノ音楽とロマン主義＞ 

19 世紀は、過去を振り返る時代であると同時に、未来を見据えていた時代でした。一見相反することのようですが、両者は「無

限への憧憬」という点で一致しています。古典ギリシャ的な明るい古典美のイメージと、暗くグロテスクなロマン主義のイメージ

の陽陰両面を、前期と後期で見ていきます。 

【到達目標】 

ピアノ音楽における「古典」とは何か、ロマン主義とはなにか、について理解し、学生がみずからその特徴を楽譜や響きの中に

見出すことができるようになることを目指します。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

あまり演奏会では弾かれない曲も扱います。シラバスを見た段階で興味をもった作曲家の作品、ピンときた作品があれば聴い

てみてください。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義  原則オンライン（オンデマンド）です。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席を重視します。毎回、任意の（出してもださなくても良い）リアクションペーパーを用意します。ただし、履修者があまりに多

い場合には、期末レポートにする可能性もあります。 方針は初回授業で告知します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.「古典」と「典範（カノン）」について：パンテオンとアカデミ

ー 

3.教育における古典音楽の位置：パリ音楽院の教則本を中

心に 

4.メディアとしての古典音楽集（1）：作曲家の「全集」・「選集」 

5.メディアとしての古典音楽集（2）：「ピアノ曲」としてのバッ

ハ・ヘンデル・スカルラッティ作品 

6.メディアとしての古典音楽集（3）：クラヴシニストたちを「再

発見」したフランス人 

7.ヴィルトゥオジティと古典音楽の編曲（1）：アルカン、リスト

他 

8.ヴィルトゥオジティと古典音楽の編曲（2）：サン＝サーンス

他 

9.様式としての古典音楽（1）：「古風な様式（style ancien）」

とは何か 

10.様式としての古典音楽（2）：「厳格な様式（style sévère）」

とは何か 

11.演奏曲目の変遷(１): 「多様性」から「集中的選択」へ 

12.演奏曲目の変遷(2): 19 世紀のパリ音楽院ピアノ科定期

試験の曲目 

13.創作と古典音楽: 「厳格な」変奏曲 

14.創作と古典音楽: パラフレーズの主題としての古典音

楽 

 

【事前・事後学習-前期】 

授業では曲の全体を聴くことは少ないと思います。授業中に紹介した作品について関心を持ったら、全曲聴いてみると授業の

理解が深まるでしょう。 

【授業展開と内容-後期】 

1.オリエンテーション 

2.「ロマン主義」運動とは何か：ドイツとフランスの比較 

3.ロマン主義ピアノ音楽のトポス（１）：メランコリーと自然 *ト

ポス＝「共有された特徴」 

4.ロマン主義ピアノ音楽のトポス（２）：「夜」 

5.ロマン主義ピアノ音楽のトポス（３）：「グロテスク」と魔的表

象 

6.ロマン主義ピアノ音楽のトポス（４）：スピードと近代的魔術
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としての産業 

7.ロマン主義ピアノ音楽のトポス（５）：無限への憧憬と信仰

（リストとアルカン） 

8.ロマン主義ピアノ音楽のトポス（６）：ロマン主義の作曲家

とゲーテの『ファウスト』 

9.物語としてのソナタ（１）：Ch.V. アルカンの《大ソナタ「４

つの年代」》作品 33 の構想 

10.物語としてのソナタ（２）：Ch.V. アルカンの《大ソナタ「４

つの年代」》第２楽章「ファウストのように」 

11.物語としてのソナタ（３）：Ch.V. アルカンの《大ソナタ「４

つの年代」》第３・４楽章 

12.物語としてのソナタ（４）：F. リストの《ピアノ・ソナタ》ロ短

調 成立と隠された標題？ 

13.物語としてのソナタ（５）：F. リストの《ピアノ・ソナタ》ロ短

調 形式と物語のモデル 

14.物語としてのソナタ（６）：F. リストの《ピアノ・ソナタ》ロ短

調 他作曲家の作品との関係 

【事前・事後学習-後期】 

授業では曲の全体を聴くことは少ないと思います。授業中に紹介した作品について関心を持ったら、全曲聴いてみると授業の

理解が深まるでしょう。 

【オフィスアワー】 

オンライン授業なので、質問はメール等で受け付けます。 

 

690 音楽史各論ⅩⅢ(後期) 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜W.A.モーツァルトの「フィガロの結婚」＞ 

 W.A.モーツァルトのオペラの中でも、現代の人気演目の筆頭に挙げられる「フィガロの結婚」を多角的に検討する。18 世紀

オペラ史、モーツァルト自身の創作史、ウィーン宮廷劇場等との関係といった歴史的文脈や、作品の成立・初演・受容はもちろ

ん、作品分析にも力点を置いていきたい。 

【到達目標】 

モーツァルトのオペラについての理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

全学生履修可だが、和声に関する基礎的な知識があるほうが望ましい。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義 

原則として Classroom を活用して資料や動画を毎回配信する。状況が許せば、対面式の授業を検討する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○    

【授業展開と内容-後期】 

1.モーツァルトのオペラ創作概観 

2.「フィガロの結婚」の成立・初演・受容① 

3.「フィガロの結婚」の成立・初演・受容② 

4.「フィガロの結婚」第１幕① 

5.「フィガロの結婚」第１幕② 

6.「フィガロの結婚」第１幕③ 
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7.「フィガロの結婚」第１幕④ 

8.「フィガロの結婚」第２幕① 

9.「フィガロの結婚」第２幕② 

10.「フィガロの結婚」第２幕③ 

11.「フィガロの結婚」第３幕① 

12.「フィガロの結婚」第３幕② 

13.「フィガロの結婚」第４幕① 

14.「フィガロの結婚」第４幕② 

【事前・事後学習-後期】 

次回で扱う幕や場のストーリーや音楽について事前に CD やスコアで予習すること。 

【オフィスアワー】 

授業で指示する。 

【教材】 

テキストは特に指定しないが、授業毎にプリントを配布する。 

 

694,695 音楽史各論ⅩⅦ(前期),ⅩⅧ(後期) 

担当教員 沼野 雄司 教授 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 音楽学入門。あらゆる専攻の学生を広く歓迎する（音楽学専攻生は１年次の必修）。 

 音楽学の歴史や展開は、そのまま「音楽について考えること」の歴史であるのだから、すべての音楽家にとって無縁ではなく、

これから様々な局面で役立つはずである。まず前期においては、音楽学という学問の全貌をいくつかの側面から分かりやすく

解説し、さらにはレポート（論文）の書き方のルールについて考える。 

 後期はいくつかの論文をたたき台にしながら、より深く音楽学の諸相を検討するとともに、近年の世界的な動向について論じ

る。ちなみに、下の「授業展開と内容」の項目に並んでいる語句を見ると「難しそう･･･」と感じる人がほとんどだと思うが、基本的

には「入門」であり、あらゆることをゼロから丁寧に解説する。もちろん一方で、音楽学という分野のダイナミズム、知的刺激も十

分に伝えるつもりなので、知的好奇心旺盛な学生はぜひ参加されたい。また、基本的には講義形式ではあるが、質疑応答や

対話を交えながら講義を展開してゆくので、受講者の積極的な発言を期待する。 

 第一回の講義の際に、全体のプログラムについて詳しく解説するので、気になった学生はまずは初回を覗いてみてほしい。  

【到達目標】 

音楽学という学問の概要を把握し、現在の動向についても一定のパースペクティヴを持つにいたること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

あらゆる専攻の学生が履修可能。音楽学専攻１年次必修。 

 

【授業の形式】 

【対面】講義とディスカッション 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

75％以上の出席が前提。そのうえでレポート、貢献度によって評価する。 
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【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション：音楽学とは何か 

2.音楽学の歴史と発展 

3.音楽史とは何か 

4.資料研究とは何か 

5.音楽美学とは何か 

6.楽曲分析とは何か 

7.音楽民族学（民族音楽学）とは何か 

8.音楽社会学とは何か 

9.音楽学の拡がり１ 

10.音楽学の拡がり２ 

11.音楽学の拡がり３ 

12.論文・レポートの書き方（１） 

13.論文・レポートの書き方（２） 

14.まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に配布した論文などを、授業当日までに精読しておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期のイントロダクション 

2.批判版と校訂報告 

3.演奏研究とは何か 

4.サウンドスケープとは何か 

5.認知心理学と音楽 

6.カルチュラル・スタディーズとは何か 

7.マルクス主義と音楽 

8.フェミニズムと音楽 

9.ポスト・コロニアリズムと音楽 

10.さまざまな批評理論 

11.メディアとテクノロジー 

12.現代の分析理論 

13.予備／補遺 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前に配布した文献を、当日の授業までに読み、疑問点をまとめておくこと。 

【オフィスアワー】 

木曜日 13 時～15 時ほか。ただし、できる限りメール（numano＠tohomusic.ac.jp）などでアポイントをとることが望ましい。 

調布２号館（図書館）１階、研究室１ 

【教材】 

毎回、次週のテクストのプリントを配布する。 

 

701 民族音楽学概論 

担当教員 伏木 香織 講師 曜日時限 月 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

 

【授業の概要】 

前期は従来、民族音楽学とよばれてきた学問の学説史と基礎理論について概説を行う。 

「音楽の人類学（民族音楽学)」という学問がどのような形で「文化」や「音楽」を見つめてきたのか、また今後の我々がどのよう

に見るべきなのかについて考察する。 

後期は、音楽芸能と政治や社会との関係性を見つめる視点を学ぶ。アジア地域を中心として 4 つのテーマから音楽や芸能を

取り上げ、それらと政治、社会がいかなる形で関係性を持っているのか、現実社会における国家やコミュニティの揺らぎと不安

といったものに注目してみる。音楽や芸能に対峙するとき、音楽学や音楽史学といった観点のほか、文化人類学あるいは社

会学的な観点からも、問題意識をもって眺められるようにしたい。また同時に演奏家としての経験を踏まえて、これらの問題に
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個々人としてどう取り組むべきなのかを考える教育を行う。 

【到達目標】 

世界の様々な音楽には独自の美学があることを知っている。 

音楽芸能がそれ独自として存在するものではなく、社会と密接な関係性を持つことを知っている。 

音楽とは社会的に構築された行為であり、コミュニケーションであることを理解している。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

様々な音楽に対して興味を持っていることが重要（知っていることではなく、興味をもっているだけでよい）。 

できれば世界史の知識があること、また時事問題にも興味を持ち、日々のニュースを知っていることが望ましい。 

履修人数が多すぎる場合には、人数制限を行う。(最大 50 名まで) 

※優先順位として、卒業のかかっている学年を最優先としますが、昨年度、出席態度不良などの理由で失格になったために

再履修を希望するような学生は除外します。 

【授業の形式】 

【緊急事態宣言時等＝対面・オンライン併用】講義配信（オンデマンド）＋対面授業のハイブリッド型。各学期とも Unit 制とし、

各 Unit の最終回のみを対面授業とする（例外もあるので、シラバス、Google Classroom での連絡をよく見ておくこと）。 

Google Classroom を使用。授業動画、授業資料の配布、授業後の小テスト（毎回）には Google Classroom を使用する。レポー

トも Classroom 内で提出。 

【通常時＝対面】基本的に講義形式。パワーポイント、AV 資料を利用して、講義の対象となった音楽、芸能とそれを行う地域

文化について知る機会を持つ。授業後（帰宅してからで良い）、Google Classroom を利用した小テスト、ワークなどを実施して

もらう。学期末レポートは Google Classroom にて提出。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○ ○   ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

授業案内 & Unit 1 イントロダクション 1-1 民族音楽学と

いう名称？ 

2.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

1-2 音楽学と「比較音楽学」の成立まで 

3.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 2「民族音楽学」とよばれた学問〜比較音楽学からの

流れ、2-1「比較音楽学」の学問的態度とその限界 

4.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

2-2 「民族音楽学」の学問的態度とその問題点 

5.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

2-3「民族音楽学」の迷走～ライティング・カルチャー・ショッ

ク以後 

6.【対面授業】 

Unit1&2 のまとめ 民族音楽学という学問の形成とその学

問的態度、現状について 

7.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 3 楽器の特徴をとらえる～楽器学入門 

8.【対面授業】 

Unit 3 の振り返り 楽器の構造について〜楽器の構造と音

を知る 

9.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 4 音楽の要素 4-1 音の体系・音組織 

10.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

4-2 リズム 

11.【対面授業】 

Unit 4 音楽の要素の振り返り〜音とリズムを体感する 

12.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 5 民族音楽学の方法論 5-1 採譜と音楽分析の手法 

13.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

5-2 フィールドワーク～方法、倫理、報告の読み方 

14.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

5-3 行為へのまなざし〜音楽をする人々とは 

【事前・事後学習-前期】 

事前学習：徳丸吉彦（2016）『ミュージックスとの付き合い方ー民族音楽学の広がり』左右社（放送大学叢書 031)の該当部分を
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読んでおくこと。 

復習：授業内容を確認しながら Google Classroom にて出題された課題を実施すること。 

指定された書籍の通読、各授業の事前・事後に 60 分程度の準備を前提とする。 

【授業展開と内容-後期】 

1.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 1 国家と音楽 1-1 国家の作る国の音楽(1) 

2.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 1 国家と音楽 1-2 国家の作る国の音楽(2) 

3.【対面授業】 

Unit 1 国家と音楽 持ち寄り討論会 

4.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 2  移動する人々とその音楽・芸能 2-1 ディアスポラ

の音楽実践、芸能の地理的空間の広がり 

5.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 2  移動する人々とその音楽・芸能 2-2 様々なロー

カルへの対応、歴史と歴史的空間 

6.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 2  移動する人々とその音楽・芸能 2-3 人々の記憶

と語りの集積、各地の実践 

7.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 2  移動する人々とその音楽・芸能 2-4 伝承の危機

をどう乗り越えるか 

8.【対面授業】 

Unit 2  移動する人々とその音楽・芸能 討論会「芸を受け

継ぐ、伝えるとはどういうことか」 

9.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 3 ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政治 3-

1 ローカルなポピュラー音楽 

10.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 3 ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政治 3-

2  Bali らしさ? 

11.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 3 ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政治 3-

3 コレクティブとその活動 

12.【対面授業】 

Unit 3 ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政治 討

論会「社会への直接的関与を考える」 

13.【動画配信（非同期型、オンデマンド型）】 

Unit 4 文化を取り戻せ 4-1 ハワイ文化の衰退と復興の

歴史 

14.【対面授業】 

4-2 ハワイアン・ルネッサンスの現状 

*事後課題 「誰にとってのどんな文化が求められているの

か」 

【事前・事後学習-後期】 

事前・事後学習―後期 

徳丸吉彦（2016）『ミュージックスとの付き合い方 民族音楽学の拡がり』左右社 (放送大学叢書) 

徳丸吉彦監修、増野亜子編（2016）『民族音楽学の 12 の視点』音楽之友社 

クリストファー・スモール（2011）『ミュージッキング：音楽は「行為」である』水声社 

トマス・トゥリノ（2015）『ミュージック・アズ・ソーシャルライフ：歌い踊ることをめぐる政治』水声社 

事前学習：以上の 4 冊を参考にしながら、音楽と社会との関係性について、興味をもって論じられる対象を見つけ、分析でき

るようにしておくこと。 

復習：授業内容を確認しながら Google Classroom にて出題された課題を実施すること。 

指定された書籍の通読、各授業の事前・事後に 60 分程度の準備を前提とする。 

【オフィスアワー】 

メール、Google Classroom の機能で受け付ける。連絡先等は授業時に指示する。 

【教材】 

主要教材 

徳丸吉彦（2016）『ミュージックスとの付き合い方ー民族音楽学の広がり』左右社（放送大学叢書 031) 

徳丸吉彦監修、増野亜子編（2016）『民族音楽学の 12 の視点』音楽之友社 

クリストファー・スモール（2011）『ミュージッキング：音楽は「行為」である』水声社 

トマス・トゥリノ（2015）『ミュージック・アズ・ソーシャルライフ：歌い踊ることをめぐる政治』水声社 
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参考教材 

徳丸吉彦他編（2007）『事典 世界音楽の本』岩波書店 

柘植元一/塚田健一編（1999）『はじめての世界音楽』音楽之友社 

フィリップ・V・ボールマン『ワールド・ミュージック/世界音楽入門』音楽之友社 

井上貴子編『アジアのポピュラー音楽』勁草書房 

The Garland Encyclopedia of World Music. 10 vols. Routledge.(オンライン版あり) 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2nd ed. (オンライン版あり) 

Miller, Terry E. and Andrew Shahriari, eds. 2020 World Music: A Global Journey. 5th ed. Routledge. 

授業で世界各地の音楽についてのガイダンスは特に行わないが、興味のある履修者は、参考書の World Music: A Global 

Journey. 5th ed.を参照すること(付属 CD により、世界各地の音楽を概観することができます)。 

 

703 日本音楽概論 

担当教員 葛西 周 講師 曜日時限 火 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

雅楽からポピュラー音楽に至るまで、多様な日本の音楽に網羅的に触れ、履修者にとって馴染みのある西洋音楽の理論を参

照しながら、その音楽的特徴や価値観、歴史的背景を理解する。音楽種目別のジャンル史というより、楽器や音律といった項

目ごとに種目を横断しながら、日本音楽の各種目の類似点・相違点にも着目する。 

【到達目標】 

日本音楽の様々な種目について知見を広め、演奏の視聴や実践を通じてその特性を体感する。 

日本音楽を一国固有のものではなく、世界の諸地域との交流によって成立した音楽として捉える視点を持つ。 

日本音楽と自分が専門としている音楽との共通性を発見し、幅広い音楽を受容する力を高める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

これまであまり接点のなかった音楽に対しても、先入観にとらわれず好奇心を持って真摯に向き合うことを求める。 

日本音楽に関する予備知識は必要ないが、ある程度の日本史の知識があると授業をより理解しやすくなるので、日本史の教

科書や年表などに事前に目を通しておくことが望ましい。 

【授業の形式】 

【対面】講義 

原則として対面で実施する予定だが、状況に応じて遠隔授業を採り入れる可能性がある。また、下記の授業展開と内容には、

履修者の人数や理解度に合わせて変更が生じる可能性がある。 

なお、授業形式に関わらず授業に関する連絡や教材・課題配信を Google Classroom で行うので、この授業のクラスに参加登

録すること。 

【対面授業の場合】視聴覚資料を用いた講義を中心とするが、理解を深めるため学習内容に基づく実践を適宜おこなう。ソル

フェージュや歌唱、演奏などもできる限り取り入れたい。 

【遠隔授業の場合】基本的にオンデマンド（非同時型）授業の形式を取る。毎回の授業は、［(1) 講義ビデオの視聴とクイズ］

［(2) コメント提出と相互フィードバック（受講者のみに公開）］をベースとして進める。 

【成績評価の要点①】 



 122 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業の最後に（遠隔授業の場合は次の講義日前日までに）コメントを提出することによって出席扱いとする。 

積極的なコメントや相互フィードバックは、「授業への取組」として評価する。 

前期・後期とも授業内容や事前・事後学習の内容に基づく小レポート・小テストが各 2 回ある。小レポートの代わりに授業内容

と関連する演奏・発表を行うことも可能。 

授業回数の 3 分の 2 以上の出席・全ての提出物の提出を単位取得要件とし、授業への取組 20%、小レポート 40%、小テスト

40%という配分で評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.「日本音楽」とは？ 

3.各種目の概観 

4.楽器の特徴と編成 

5.異なる種目における同属楽器の比較／小レポート(1) 

6.音律と調子 

7.旋律型 

8.前期前半小テスト 

9.音階 

10.記譜法 

11.雅楽の伝承方法／小レポート(2) 

12.リズム 

13.楽曲の題材・構造 

14.前期後半小テスト 

【事前・事後学習-前期】 

事前・事後学習として、授業で出てきた用語や楽器等についてインターネットで調べたり、指定の文章を読んだり、紹介された

動画を見たりするなどの予習・復習をすること（目安 30-60 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習と後期ガイダンス 

2.舞台の構造と演出(1) 

3.舞台の構造と演出(2)  

4.歌舞伎と人形浄瑠璃の比較／小レポート(1) 

5.上演場所と聴衆(1) 

6.上演場所と聴衆(2) 

7.日本音楽におけるプロ／アマチュアの演奏家(1) 

8.後期前半小テスト 

9.日本音楽におけるプロ／アマチュアの演奏家(2) 

10.西洋音楽の輸入 

11.西洋音楽に採り入れられた日本音楽／小レポート(2) 

12.日本的作曲 

13.授業総括 

14.後期後半小テスト 

【事前・事後学習-後期】 

事前・事後学習として、授業で出てきた用語や楽器等についてインターネットで調べたり、指定の文章を読んだり、紹介された

動画を見たりするなどの予習・復習をすること（目安 30-60 分程度）。 

【オフィスアワー】 

【対面授業の場合】火曜日 教室にて授業前後に受け付ける。 

【遠隔授業の場合】Google Classroom もしくはメールで随時受け付ける。 

 

【教材】 

参考書：田中健次著・月溪恒子監修『ひと目でわかる日本音楽入門』音楽之友社、2003 WS02-238 

音楽之友社編『日本音楽基本用語辞典』音楽之友社、2007 WR05-899 

 



 123 

705 民族音楽実習 

担当教員 佐々木 美奈子 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

〈インドネシア  中部ジャワのガムラン -  青銅の打楽器のアンサンブル〉 

ガムラン gamelan は、青銅の打楽器のアンサンブルです。確立した形式の中に即興要素も含む演奏形態で、ジャワやバリな

どインドネシアの各地でそれぞれ独自に発達しました。ここでは芸術文化の伝統があり、宮廷音楽としても発達した中部ジャワ

のガムランに取り組みます。 

ジャワのガムランは、1889 年パリ万博の公演がドビュッシーに影響を与えたことでも知られています。ジャワの演奏家のガムラ

ン演奏や、ドビュッシーの曲などガムランの影響を受けた作品の鑑賞も取り入れる予定です。演奏家としての経験を踏まえ授

業を進めます。 

【到達目標】 

ガムランの伝統的なスタイルで合奏をし、西洋音楽とは違ったアプローチを体験する。１年間同じ受講生による合奏を通じて

今年度のメンバーによる音楽を作る。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年次以上、30 名程度とし、希望者が大幅に越えた場合には何らかの調整をする。 

合奏中心の授業のため、基本的に出席が可能であること。 

1 年間の授業では習得しきれない楽器もあるため、複数年の履修も受け付けます。 

コロナウイルス感染症の影響により、定員が変わる可能性があります。 

【授業の形式】 

【対面】演習。 合奏中心 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

合奏中心の授業のため、出席を重視します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.【対面】演習 

楽器の名称と演奏法について。音階について。ランチャラ

ン形式について。 

合奏 ランチャラン「リチェ・リチェ」 

2.【対面】演習 

楽器の名称と演奏法について。音階について。 

合奏 ランチャラン「リチェ・リチェ」 

3.【対面】演習 

楽曲の構造について。 

合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

4.【対面】演習 

楽曲の構造について。 

合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

5.【対面】演習 

合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

6.【対面】演習 

合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

7.【対面】演習 

合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

8.【対面】演習 



 124 

ラドラン形式について。ガムランの歌について。 

ラドラン「パンコル」 

9.【対面】演習 

ガムランの歌について。 

ラドラン「パンコル」 

10.【対面】演習 

ガムランの歌について。 

ラドラン「パンコル」 

11.【対面】演習 

合奏 ラドラン「パンコル」 

12.【対面】演習 

合奏 ラドラン「パンコル」 

13.【対面】演習 

合奏 ラドラン「パンコル」 

14.【対面】演習 前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

図書館などで、参考資料を視聴する。  合奏を振り返り、疑問点などを整理する。 

【授業展開と内容-後期】 

1.【対面】演習 

前期の復習 

2.【対面】演習 

合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

3.【対面】演習 

合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

4.【対面】演習 

合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

5.【対面】演習 

合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

6.【対面】演習 

合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

7.【対面】演習 

合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

8.【対面】演習 

合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

9.【対面】演習 

合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

10.【対面】演習 

合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

11.【対面】演習 

合奏「リチェ・リチェ」「シンゴ・ヌバ」「パンコル」「ロネン・タワ

ン」「クンバン・カテス」 

12.【対面】演習 

合奏「リチェ・リチェ」「シンゴ・ヌバ」「パンコル」「ロネン・タワ

ン」「クンバン・カテス」 

13.【対面】演習 

合奏「リチェ・リチェ」「シンゴ・ヌバ」「パンコル」「ロネン・タワ

ン」「クンバン・カテス」 

14.【対面】演習 1 年のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

図書館などで、参考資料を視聴する。  合奏を振り返り、疑問点などを整理する。 

【オフィスアワー】 

授業時にご相談ください。 

【教材】 

必要に応じてプリントを配布 

 

 

707 民族音楽(集中) 

担当教員 増野 亜子 講師 曜日時限  

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 
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 世界の多様な音楽文化の事例から、人間にとって音楽とはどのような意味をもつ行動であるのかを多角的に概説する。専門

家に限らず、多くの社会で歌うこと、楽器を演奏すること、踊ることは、人々の生活の中で大きな意味を持ってきた。音楽は音

だけでできているのではなく、それを取り巻く人々と社会的な文脈の中ではじめて意味をもつものである。この授業では、世界

のさまざまな地域の音楽の事例をもとに、＜異文化の音楽を理解する＞＜歌と社会＞＜宗教と音楽（イスラム・ヒンドゥー教）

＞＜楽器と社会＞＜インドネシア・バリ島の音楽のしくみ＞の 5 つの主題について概説する。 

【到達目標】 

世界の多様な音楽に対する柔軟な感受性を養う。またそうした異文化の音楽を理解する上で必要な視点を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特に必要な予備知識はありませんが、事前提出のレポートを課します。 

増野亜子編・徳丸吉彦監修「民族音楽学 12 の視点」（音楽之友社、2016 年 3 月発行予定） 

増野亜子 「声の世界を旅する」（音楽之友社、2014) WR06-661 

上記のうちいずれか一点を選び、自分の関心のある章を一つ選んで読んでレポートを作成して下さい。その際に本文の内容

に関連のある視聴覚資料を２点以上視聴すること（CD, DVD など図書館の資料でも youtube 等のオンライン動画でも構わな

い）、参照した資料のタイトルや発売元、URL 等の情報をレポートの一部に含めてください。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義：オンデマンド型配信(あらかじめ録画された講義動画と講義中に指示された参照動画をそれぞれがオンラインで

視聴する）による集中講義ですが、①受講前課題(配信日よりも前にやっておく課題）、②受講後課題(レポート）の２種類の課

題を課します。オンデマンド配信される講義部分は、通常の授業４時間分に相応します。３日間の視聴期間中であれば、いつ

でも好きな時に視聴可能ですが、受講後に締め切り前に課題に回答・提出する余裕をもって受講して下さい。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○    

【成績評価の要点②】 

(a) 事前課題 参考書から関心のある章を一つ選んで読み、自分で関連する映像や音楽を探して、実際に音を聞いてみる。

その内容を踏まえてレポート作成（1200 字以上）、参照した音源や映像（URL, CD タイトル等）を文末に明示すること。 

(b)  講義動画を視聴した後に、講義内容の理解について問う問題に回答すること。この回答の提出をもって試験とします。

問題は当日配信します。 

(a)と(b)は紙状で（手書きでもパソコンのプリントアウトでも可能です）締切日までに教務課に提出すること 

【授業展開と内容-前期】 

1.第一時間目は「音楽を文化として理解する」という題目で、

主に歌・合唱をとりあげて講義する 

2.第二時間目は「信仰と音楽」という題目でヒンドゥー教とイ

スラム教における宗教と音楽の関係について講義する 

3.第三時間目は「楽器と環境」という題目で、楽器という視

点から世界の音楽文化の相互の関係を講義する 

4.第四時間目はインドネシアバリ島の音楽の構造と社会の

成り立ちについて講義する 

5.講義終了後に授業内容の理解を問うテストを実施する 

【事前・事後学習-前期】 

(1)事前学習の結果をレポートで提出（課題欄に記載） 

事前に教材にあげた二冊の書籍のうち、どちらか一つを選び、また自分の関心のある章を一つ選んでその内容についてレポ

ートを作成してください。その際に本文の中で触れられている音楽のビデオや録音を図書館やネットで探し必ず視聴すること。

視聴した資料の URL や CD のタイトルなどを巻末に記すこと。 

講義終了後に内容を振り返り、個々の関心に従って関連する音響・映像資料を参照してください。60 分程度。 

(2)書籍の他の章は、授業後の復習としてそれぞれで適宜参照してください。 

【オフィスアワー】 
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集中講義のため出講時のみになります 

【教材】 

増野亜子編・徳丸吉彦監修「民族音楽学 12 の視点」（音楽之友社）WR06-974 

増野亜子 「声の世界を旅する」（音楽之友社、2014) WR06-661 

【その他】 

事前課題のレポートと受講後に提出する課題の結果で単位を認定します。 

講義日前日までに資料などを配信しますので、授業日が近くなったら Classroom をチェックしておいてください。 

 

708 日本の伝統音楽(集中) 

担当教員 前原 恵美 講師 曜日時限  

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

日本の伝統音楽に関して、ユネスコの無形文化遺産会議でもいち早く代表一覧表に記載された「雅楽」「能楽」「人形浄瑠璃

文楽」「 歌舞伎」を取り上げ、基本的な知識を身に付け、日本音楽を取り巻く文化を見直す機会とする。受講希望者は事前課

題を履修条件とし、授業後には事前学習と連動した事後課題を課す（「事前・事後学習」の項参考）。事前課題は 4 月中を目

処に「授業連絡の掲示板」に掲載するので、必ずチェックすること。 

【到達目標】 

1.日本の伝統音楽の主なものについて、歴史的・社会的背景を踏まえ、客観的に理解できる。 

2.日本の伝統音楽の主なものについて、当該種目の特色や楽器、演奏形態を特定できる。 

3.日本の伝統音楽に独特な音楽用語等の読み書きができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

３年次（主に教職課程履修者） 

[注意事項] 

1.授業では必ずノートを持参して要点を手書きでまとめる。日本の伝統音楽には独特な読み方や書き方をする用語も多いの

で「手書き」すること。 

2.授業、事前・事後課題に関する問い合わせは、講師に直接ではなく教務課を通して行うこと。 

【授業の形式】 

【遠隔】講義を中心とする。 

日本の伝統音楽を視覚・聴覚でも理解するため、視聴覚資料を用いる。 

テキストは指定せず、必要に応じて授業内に参考資料を紹介する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入：授業の進め方、評価等について説明する。 

日本の伝統音楽の現在：日本の伝統音楽の現状と展望に

ついて概説する。 

雅楽：雅楽の分類、楽器、演奏形式等について、視聴覚資

料を用いて概説する。 

2.能楽：能・狂言の舞台、音楽、楽器等について、視聴覚
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資料を用いて概説する。 

人形浄瑠璃文楽：文楽の人形や舞台、文楽に関わる三味

線音楽等について、視聴覚資料を用いて概説する。 

3.歌舞伎音楽：歌舞伎に関わる様々な音楽・音に関わる楽

器や種目別の特徴、演奏形態等について、視聴覚資料を

用いて概説する。 

4.学習のまとめ：授業を振り返った後、理解度を確認し、ま

とめを行う。 

【事前・事後学習-前期】 

1. 事前課題は 4 月中を目処に「授業連絡の掲示板」に掲載するので、履修希望者は必ずチェックすること。 

2. 事後課題は授業内に課す。 

3. 事前課題は履修の、事後課題は単位取得の前提条件とし、提出期限を過ぎたものは一切受け付けないので注意すること。 

【事前・事後学習-後期】 

事前学習として課した課題を別記のとおり実施・提出すること。 

【オフィスアワー】 

質問等は授業開講日、教務課を通じて受け付ける。 

【教材】 

テキストは指定せず、参考書、参考資料については授業内で適宜紹介する。 

 

709 和楽器実習,日本歌唱(集中) 

担当教員 杵鞭 広美 准教授 曜日時限  

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

学校教育において、日本の伝統音楽（邦楽）の修得が必須となっている。 

この授業では、箏曲、地歌、三味線、長唄の演奏法、歌唱法、合奏法を実践的に学ぶ。 

【到達目標】 

日本の伝統音楽（邦楽）を学び、邦楽と洋楽の共通点や相違点を実感する。 

学校教育において邦楽の指導をするため、洋楽用語との表現方法の違いを踏まえ、邦楽用語の理解を深める。 

日本の伝統音楽を学ぶ意義を理解し、音楽科の授業で児童生徒を指導する上での重要点を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

教職課程履修者 2 年生以上 

【授業の形式】 

【対面】演習形式  

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○  ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.１日目 講師陣の模範演奏等を聴き、邦楽のイメージをつ

かむ。実技のグループ（筝曲、地歌、三味線、長唄）分けを

行う。 

2.１日目 グループ演習。邦楽の基礎理論を習得する。 

3.１日目 グループ演習。邦楽の基礎理論を習得する。 

4.１日目 グループ演習。邦楽の基礎理論を習得する。 

5.２日目 グループ演習。各々器楽と歌唱を習得する。 

6.２日目 グループ演習。各々器楽と歌唱を習得する。 
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7.２日目 グループ演習。各々器楽と歌唱を習得する。 

8.２日目 グループ演習。 各々器楽と歌唱を習得する。 

9.３日目 グループ演習。学生による発表 リハーサル。 

10.３日目 グループ演習。 学生による発表 リハーサル。 

11.３日目 学生による発表会 

12.３日目 学生による発表会 

【事前・事後学習-前期】 

関連の書籍に触れる等、授業との関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【オフィスアワー】 

授業の前後 

【教材】 

「唱歌で学ぶ日本音楽」 日本音楽の教育と研究をつなぐ会 編著 音楽之友社 2019 

「日本伝統音楽カリキュラムと授業実践」 日本学校音楽教育実践学会 編    音楽之友社 2017  

 

711,712 音楽史演習Ⅰ(前期),Ⅱ(後期) 

担当教員 佐藤 康太 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜エディション研究＞ 

この授業では作品のさまざまな校訂楽譜を比較してその違いを理解し、その違いがどのような理由で生まれているのかを考え

ます。前期は既存のエディションを比較することが授業の中心になりますが、単に比較してその違いを明らかにするだけでなく、

批判版楽譜の校訂報告を読み、さらに自筆譜などの原典を参照することで、なぜ校訂者がその判断を下したのか、そしてそ

れが演奏にどのような影響を及ぼすかを考察します。後期は前期の経験を踏まえ、実際に批判版楽譜の校訂を共同で行いま

す。今年度は、ベートーヴェンの交響曲の歴史的な室内楽編曲版を校訂する予定です（変更の可能性もあり）。最終的には、

校訂した楽譜本体と校訂報告を提出してもらいます。 

前期と後期で大きく内容が異なるため、それぞれ単独での履修も可能です。 

【到達目標】 

校訂楽譜の成立過程をさまざまな事例と実習で理解することによって、学生自らが研究や演奏に用いる楽譜の選び方、およ

びそれに対する批判的な見方を身につける。発表とそれに伴う議論および共同での校訂作業を通して、集団での議論の仕方

とチームでの作業の進め方を身につける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

【遠隔】演習 

前期は動画視聴と課題の提出（前期のみ形式は講義に近くなります）、後期は楽譜の作成とオンライン上でのディスカッション

（リアルタイムではなく、Google クラスルームまたは Slack を使用した文字ベース）を中心とします。 

後期は実際にスコアを作成するので、パソコンと楽譜入力ソフトがあると作業が楽になる部分もあります（必須ではありません；

教員は Sibelius を使用します）。校訂報告の表の作成にはエクセルを用います。また原典史料は基本的にデジタル化されたも

のを用いますので、細部を拡大してみられるように、ノートパソコンやタブレットなどがあると便利です。 

【成績評価の要点①】 
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試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

前期は各回の課題の内容、後期については最終提出される楽譜および校訂報告の内容が評価の中心になります。特に後期

は議論への参加度も評価の対象としますので、積極的な発言が重要です。なお授業を５回以上欠席した場合（オンラインの

場合には５回以上課題が未提出の場合）は単位放棄と見なします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション、さまざまな楽譜の種類とその名称 

2.楽譜の選択と演奏スタイル：T. A. ヴィターリ《シャコンヌ》

を例に 

3.批判版楽譜の内容と校訂報告の構成 

4.実例分析①：以下対象作品は 2020 年度の例です。学生

のリクエストに応じて変更する可能性があります。基本的に

２回の授業で１曲に取り組んでいきます。 

シューマン《クララ・ヴィークのロマンスによる即興曲》Op. 5 

5.「最終稿」をどう捉えるか 

6.実例分析② ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 第 15 番 ニ

長調  Op. 28 

7.初版譜と自筆譜の史料評価 

8.実例分析③ メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲 第 2 番 

ハ短調 Op. 66 

9.12 月 31 日まで働くメンデルスゾーン：作曲家の個性、作

品の成立過程と史料評価 

10.実例分析④ リヒャルト・シュトラウス 『「蓮の葉」による６

つの歌曲』 Op. 19 

11.Handexemplar：作曲者自身による演奏解釈？ 

12.実例分析⑤ シェーンベルク《浄められた夜》 

13.実例分析⑥ ドビュッシー《沈める寺》 

14.作曲者自身による録音史料の評価 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。また課題として指定された箇所以外でも楽譜全体に目を通し、エディション間、史料

間の違いを確認しておくこと。（目安３０－６０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション：校訂作品と分担の決定 

2.作曲家、作品の概要とその意義 

3.既存のエディションと原典史料の把握；序文と校訂報告

の内容 

4.RISM による史料検索とその記述：印刷楽譜＆手稿譜 

5.とにかく楽譜を作ってみる；校訂方針の策定 

6.校訂実践と問題点の議論①（学生による発表） 

7.校訂実践と問題点の議論②（学生による発表） 

8.校訂実践と問題点の議論③（学生による発表） 

9.校訂実践と問題点の議論④（学生による発表） 

10.校訂実践と問題点の議論⑤（学生による発表） 

11.校訂実践と問題点の議論⑥（学生による発表） 

12.校訂実践と問題点の議論⑦（学生による発表） 

13.校訂実践と問題点の議論⑧（学生による発表） 

14.全体のチェック、レイアウティング 

【事前・事後学習-後期】 

全体を通じて、楽譜と校訂報告の作成を授業外で行うこと（目安毎週 60～90 分）。 

授業では作成してきた楽譜を元に、校訂上の問題点や疑問点をまとめてきてもらい、議論を行います。担当者は楽譜作成に

加え、論点をまとめてくること（目安 60 分）。 

【オフィスアワー】 

随時メールで受け付けます。 

【教材】 

参考図書 

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

Bärenreiter 2000. 

Reinhard Keiser, Almira, hrsg. von Kota Sato, Mai Koshikakezawa und Hansjörg Drauschke, Beeskow: ortus 2018. 
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715 音楽学･古楽総合演習Ⅰ 

担当教員 佐藤 康太 講師 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

音楽に関する英語文献を講読します。CD のブックレットや批評的なテキスト、短めの事典項目など比較的簡単なものから始

め、最終的には論文や校訂報告などの学術的なテキストにもチャレンジしましょう。取り上げるテキストは学生の希望を聞きな

がら初回に決定します。単に日本語訳を作るだけではなく、きちんと内容を理解することが重要です。 

基本的に各自和訳を作ってきて、それを教員が添削する個人指導です。 

【到達目標】 

基礎的な英語の読解能力を身につけ、音楽について英語で書かれた文章の内容を理解できるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

【遠隔】演習  英文和訳の個人指導です。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

毎回の課題内容で評価します。なお課題が５回以上未提出の場合、単位放棄と見なします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション、講読テキストの決定 

2.講読とディスカッション 

3.講読とディスカッション 

4.講読とディスカッション 

5.講読とディスカッション 

6.講読とディスカッション 

7.講読とディスカッション 

8.講読とディスカッション 

9.講読とディスカッション 

10.講読とディスカッション 

11.講読とディスカッション 

12.講読とディスカッション 

13.講読とディスカッション 

14.まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回決められた箇所の訳を作ってくること。（目安 60 分）。授業内容を実際に作品を聞いたり楽譜を見たりしながら復習するこ

と。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション、講読テキストの決定 

2.講読とディスカッション 

3.講読とディスカッション 

4.講読とディスカッション 

5.講読とディスカッション 

6.講読とディスカッション 

7.講読とディスカッション 

8.講読とディスカッション 

9.講読とディスカッション 

10.講読とディスカッション 

11.講読とディスカッション 

12.講読とディスカッション 
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13.講読とディスカッション 14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回決められた箇所の訳を作ってくること。（目安 60 分）。授業内容を実際に作品を聞いたり楽譜を見たりしながら復習するこ

と。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

随時メールにて受け付けます。 

【教材】 

必要なテキストはすべて授業内で指示します。 

 

716 音楽学･古楽総合演習Ⅱ 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

 この授業では英語による文献の講読を通じて、音楽に関する諸問題について議論を深めることを主な目的とする。比較的平

易な英語によるテキストを扱う予定だが、受講生の能力や希望等に応じてテキストの変更が行なわれる可能性もある。 

【到達目標】 

英語による音楽文献の読解力を高める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学 2 年次生、古楽器専攻 3 年次生は必修。その他の専攻の学生でも音楽学や英語文献の講読に関心がある学生も歓

迎する。 

【授業の形式】 

【遠隔】演習。  原則として Classroom を利用する。状況が許せば、対面式での授業を検討する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○    

【授業展開と内容-前期】 

1.導入と第 1 回課題 

2.文献講読とディスカッション 

3.文献講読とディスカッション 

4.文献講読とディスカッション 

5.文献講読とディスカッション 

6.文献講読とディスカッション 

7.文献講読とディスカッション 

8.文献講読とディスカッション 

9.文献講読とディスカッション 

10.文献講読とディスカッション 

11.文献講読とディスカッション 

12.文献講読とディスカッション 

13.文献講読とディスカッション 

14.文献講読とディスカッション 

【事前・事後学習-前期】 

次回に扱う英文を各自訳出しておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.導入 2.文献講読とディスカッション 
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3.文献講読とディスカッション 

4.文献講読とディスカッション 

5.文献講読とディスカッション 

6.文献講読とディスカッション 

7.文献講読とディスカッション 

8.文献講読とディスカッション 

9.文献講読とディスカッション 

10.文献講読とディスカッション 

11.文献講読とディスカッション 

12.文献講読とディスカッション 

13.文献講読とディスカッション 

14.文献講読とディスカッション 

【事前・事後学習-後期】 

次回に扱う英文を各自訳出しておくこと。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

授業時に指示・配布する。 

 

717 音楽文献学 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

 音楽文献や楽譜を探索するためのノウハウを学ぶ。音楽学の研究者のみならず、演奏家や作曲家にとっても氾濫する情報

を整理することは極めて重要な作業である。この授業では、本学図書館所蔵の資料を実際に手に取りながら、様々な角度か

ら情報収集と整理の方法を見ていきたい。紙媒体のみならず、インターネットによる文献探索等にも時間を割く予定。 

【到達目標】 

音楽文献の探索法を理解し、情報収集能力を高める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学・古楽器専攻３年次生必修。 

この講義の内容に関心のある３年次生以上の者も受講を認めることがある。 

【授業の形式】 

【遠隔】演習。 

例年受講者の多い授業であるため、原則として Classroom を利用する。 

 

 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○    

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション（文献とは何か）＆作品目録その１ 

pdf をダウンロードして、熟読した上で、課題に取り組んでく

ださい。 

2.作品目録 1 

3.作品目録 2 

4.作曲家研究（Year Book/書簡集/ドキュメント/研究書） 
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5.伝記記述（Bach/Mozart/Beethoven） 

6.伝記的ビブリオグラフィ（Bio-bibliography/A Guide to 

Research） 

7.音楽学文献（Allen/Laaber/Duckles/Marco）と音楽資料

事典 

8.Music Index/RILM/RIdM/RIPM 

9.楽譜出版・全集の歴史 

10.楽譜目録の歴史（Hofmeister=Whistling/Pazdirek） 

11.定期刊行物（雑誌）と On-line 論文・雑誌検索 

12.叢書楽譜 

13.RISM の詳細 

14.音楽事典 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った文献の使用法を授業後に復習すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.伝記的ビブリオグラフィ 1（実習） 

2.伝記的ビブリオグラフィ 2（実習） 

3.RILM（実習） 

4.過去の楽譜出版 1（実習） 

5.過去の楽譜出版 2（実習） 

6.過去の楽譜出版 3（実習） 

7.過去の楽譜出版 4（実習） 

8.叢書楽譜（実習） 

9.RISM 実習 1 

10.RISM 実習 2 

11.音楽資料事典（実習） 

12.各国国立図書館等の所蔵の検索 

13.過去の音楽事典 1（実習） 

14.現代の音楽事典 2（実習） 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った文献の使用法を授業後に復習すること。 

【オフィスアワー】 

授業内で指示する。 

【教材】 

授業内で資料を配布する。参考書については授業内で指示する。 

 

718 音楽学専攻演習 

担当教員 沼野 雄司 教授 曜日時限 金 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

「音楽学の冒険」 

 音楽学という学問は近年にいたって、ますます幅広く、さまざまな領域へと越境する姿勢をみせている。 

 この演習では、近年の音楽学における基礎的な文献を出発点にしながら、音楽美学、音楽心理学、音楽社会学などの成果

について全員で確認し、議論する。音楽作品のタイトル、人種やジェンダーの問題、オリエンタリズム、さらには「モーツァルト

効果」にいたるまで、ヴァラエティにとんだテーマを設定する予定なので楽しみにしていてほしい。 

 毎年そうなのだが、この演習は何か教員が「答え」を持っていて、それを全員に伝授するというクラスではない。教員さえもモ

ヤモヤしていることについて、全員で考察を加え、いわば共同研究体制を敷きながら対象に向かってゆくというのが基本的な

姿勢である。 

 ゆえに音楽学３、４年時の必修授業ではあるが、さまざまな専攻の学生にもおすすめしたい。とりわけ音楽大学には「演習」

形式（いわゆる「ゼミ形式」）の授業が少ないために、大学ならではの知的な議論の場を求めている学生にはよい機会になるも

のと思われる。 
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 以下に記した各回のテーマはあくまでも予定であり、参加者の人数や傾向によって大きく変化する可能性がある。まずは初

回のクラスで詳細なプランを配布しながら相談するので、興味のある方は、ぜひこの共同研究に参加してほしい。 

【到達目標】 

 各人が自分の頭で考え、議論に参加できるようにすること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

 予備知識は一切必要ないが、積極的に考え、発言する姿勢が求められる。 

【授業の形式】 

 【対面】演習形式（輪番制で発表を行なう）。 

 また、人数が多すぎた場合には一定の選抜を行なう可能性がある。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

発表と授業への貢献度 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション 

2.基礎文献１ 音楽学とはなにか 

3.基礎文献２ 「ニュー・ミュージコロジー」とはなにか（１） 

4.基礎文献２「ニュー・ミュージコロジー」とはなにか（２） 

5.「モーツァルト効果」とその周辺（１） 

6.「モーツァルト効果とその周辺」（２） 

7.タイトルを考える（１） 

8.タイトルを考える（２） 

9.人種と音楽（１） 

10.人種と音楽（２） 

11.音楽のエクフラーシス（１） 

12.音楽のエクフラーシス（２） 

13.まとめ１ 

14.まとめ２ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回のテーマとなる文献を授業の前に精読しておくこと 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期のイントロダクション 

2.政治と音楽（１） 

3.政治と音楽（２） 

4.ジェンダーと音楽（１） 

5.ジェンダーと音楽（２） 

6.さまざまな文献（参加者の意向を反映しつつ）１ 

7.さまざまな文献（参加者の意向を反映しつつ）２ 

8.さまざまな文献（参加者の意向を反映しつつ）３ 

9.さまざまな文献（参加者の意向を反映しつつ）４ 

10.さまざまな文献（参加者の意向を反映しつつ）５ 

11.さまざまな文献（参加者の意向を反映しつつ）６ 

12.さまざまな文献（参加者の意向を反映しつつ）７ 

13.まとめ１ 

14.まとめ２ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回のテーマとなる文献を授業の前に精読しておくこと 

【オフィスアワー】 

木曜日 13 時～15 時など。ただしあらかじめメール（numano@tohomusic.ac.jp）でアポイントメントをとることが望ましい。 

場所：調布２号館（図書館）１階、研究室１ 

【教材】 

適宜、プリントなどを配布する。 
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720 楽書講読独Ⅰ 

担当教員 藤村 晶子 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

ドイツ語の音楽書を講読する基礎クラス。文法を理解するだけでなく、自分で使いこなせるようになることをめざします。「読む」

ことに比重を置きつつ、音楽を学ぶうえで知っているべき楽語や、楽書の表現にも慣れていきましょう。履修者は毎回の予習・

復習と宿題プリントを必ず行なってください。音楽学専攻以外の学生でも、ドイツ語の読解力アップをめざす人の履修は可能

です。 

【到達目標】 

ドイツ語文法を整理しながら、平易な文章を読む基礎力をつける。一年間で基礎文法をマスターし、辞書を使って、平易な音

楽辞典の項目や音楽雑誌の記事、インタビュー程度を読めるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学専攻生、および年度末に進級試験を受ける音楽学 2 年生。ドイツ語基礎を終えて、文法を一通り学んでいること。初心

者は履修できない。なお、初回の実力テスト結果によって、履修を制限する（＝履修不可となる）場合がある。 

【授業の形式】 

【対面】演習。随時、文法と訳文の小テストを実施する。具体的には受講者のレベルによって決めるが、前期は基礎文法の整

理、後期は文章読解を中心に進める予定。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.初回は実力テストを実施するので、必ず辞書を持参する

こと。受講者のレベルによって読むテクストを決定する。  

時制の整理    ①  現在形、過去形、未来形、完了形  

（現在完了、過去完了）  

助動詞  （sein 支配、haben 支配） 

2.時制の整理  ②  

助動詞  （sein 支配、haben 支配）  

配語法、格支配 

3.時制の整理  ③  

配語法、格支配 

4.時制の整理  ④  

さまざまな動詞について      

分離動詞、非分離動詞 

5.話法の助動詞  

再帰動詞 

6.受動態  ① 

7.受動態  ② 

8.前置詞  ① 

9.前置詞 ② 

10.zu 不定詞の表現  ① 

11.zu 不定詞の表現  ②  

関係代名詞  ① 

12.関係代名詞  ② 

13.接続詞 ① 

14.接続詞 ② および文法事項のまとめ、期末テスト 

【事前・事後学習-前期】 

この授業はドイツ語文法を知識として理解するだけでなく、文章の脈絡を自分で捉えることを目標としています。自分自身が理

解できるまで、とことん自習しないとレベルアップは望めません。自宅での予習・復習、反復練習が必須になります。 
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毎回の課題を必ず行い、授業で扱うドイツ語文を各自、訳出してくること（目安 6０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.文法説明（構文中心）と楽書の読解。前期内容を踏まえ、

文章がどのような要素から成り立っているかを理解する。よ

り長い文章を読み、構文やイディオムを覚えることで、文全

体の脈絡と内容を読みとる力を鍛える。  

前置詞、接続詞、形容詞、比較の表現  

2.前置詞、接続詞、形容詞、比較の表現 

3.前置詞、接続詞、形容詞、比較の表現 

4.前置詞、接続詞、形容詞、比較の表現 

5.接続法、さまざまな構文、イディオム表現 

6.接続法、さまざまな構文、イディオム表現 

7.接続法、さまざまな構文、イディオム表現 

8.接続法、さまざまな構文、イディオム表現 

9.長文読解 

10.長文読解 

11.長文読解 

12.長文読解 

13.長文読解 

14.長文読解、期末テスト 

【事前・事後学習-後期】 

この授業はドイツ語文法を知識として理解するだけでなく、文章の脈絡を捉えられることを目標としています。自分自身が理解

できるまで、自ら学ばないとレベルアップは望めません。自宅での予習・復習、反復練習が必須になります。 

毎回の課題を必ず行い、授業で扱うドイツ語文を各自、訳出してくること（目安 6０分） 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に定めないが、事前に連絡すること 

【テキスト】 

1.ドイツ文法ベーシック 3 改訂版  神竹道士 2021 年 \2,400 978-4-255-25433-3 備考：朝日出版社 

2.Üben, Proben, Karriere. 12 Inerpreten im Gespräch. Michael Wessel  2012 年 978-3-7618-2261-6  

備考：Bärenreiter 

 

721 楽書講読独Ⅱ 

担当教員 大津 聡 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

当該授業は、ドイツ語で書かれた音楽文献の講読である。従って、単なるドイツ語テキストの読解ではなく、音楽（作品）や音

楽家、あるいはそれに関連するテーマを深く読み解くことが求められる。テキストには、新しく、また専攻を問わず重要と思われ

る音楽文献を考えている。受講予定者は必ず初回ガイダンスに出席すること。 

【到達目標】 

ドイツ語の講読を通して、音楽や音楽史について考えることが出来る。ドイツ語による音楽文献を自分のために活かすことが

出来る。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

履修資格は特にないが、ドイツ語中級以上の履修者を想定している（おおよその目安は、ドイツ語学習歴 2 年以上）。 

【授業の形式】 

【対面】演習（輪読形式） 

【成績評価の要点①】 
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試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業内での講読の質（予習の成果）や受講姿勢から総合的に評価する。３分の２以上の出席をしていない場合、成績評価の

対象としない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス（授業内容や方法の説明、テキストの配布他） 

2.文献講読 1 

3.文献講読 2 

4.文献講読 3 

5.文献講読 4 

6.文献講読 5 

7.文献講読 6 

8.文献講読 7 

9.文献講読 8 

10.文献講読 9 

11.文献講読 10 

12.文献講読 11 

13.文献講読 12 

14.【遠隔】文献講読 13（オンラインによる双方向型授業） 

【事前・事後学習-前期】 

受講者全員に予習を課す。予習（単語や構文、内容についての下調べ、音源の参照等）にかかる時間には、当然個人差があ

ると思われるが、必要十分条件を満たすこと（目安 1 時間以上）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期のためのガイダンスと文献講読 1（前期の続き） 

2.文献講読 2 

3.文献講読 3 

4.文献講読 4 

5.文献講読 5 

6.文献講読 6 

7.文献講読 7 

8.文献講読 8 

9.文献講読 9 

10.文献講読 10 

11.文献講読 11 

12.文献講読 12 

13.文献講読 13 

14.文献講読 14 

【事前・事後学習-後期】 

受講者全員に予習を課す。予習（単語や構文、内容についての下調べ、音源の参照等）にかかる時間には、当然個人差があ

ると思われるが、必要十分条件を満たすこと（目安 1 時間以上）。 

【オフィスアワー】 

授業終了後、調布教員室にて受け付ける。また、メールによる連絡も可能とする。 

【テキスト】 

1.Beethovens Ohr. Die Emanzipation des Klangs vom Hören  Michael Heinemann 2020 年 978-3-96707-452-9  

備考：Richard Boorberg Verlag: München 

価格は 19,80 € 

【教材】 

上記テキストを教材として、第一回授業時にコピーを配布する（教材は受講メンバーによって変わることもある）。当然であるが、

授業時には、独和辞典を手元に用意すること。（紙、電子などの媒体は問わない） 

 

722 楽書講読仏Ⅰ 

担当教員 神保 夏子 講師 曜日時限 火 2 時限 
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実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

フランス語の音楽文献を輪読形式で講読し、内容への理解・関心を深めながら、総合的な読解力の向上を目指す授業です。 

今年度はフォーレ（1845-1924）の室内楽曲に関する文献を中心に読み進める予定ですが、授業の進度や受講生の学習レヴ

ェルに応じて適宜変更することがあります。 

【到達目標】 

フランス語で書かれた音楽文献を、仏和辞典等を活用しながら自力で恐れずに読めるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

フランス語を原則として１年以上学び、文法・語彙の基礎を習得していること。判断に迷う場合には初回授業時にご相談くださ

い。 

【授業の形式】 

・【対面】演習形式。ただし、受講生との相談の上、Zoom を用いたリアルタイムの遠隔授業に切り替える（あるいは対面と Zoom

を併用する）場合があります。遠隔での受講を希望する方は Zoom の URL をお知らせしますので、前期第１回のシラバスに添

付したメールアドレスまでご連絡ください。 

・毎回の授業では必ず全員の貢献が求められるので、十分な予習を行うことが履修の条件となります。 

・授業には仏和辞典（電子辞書は可ですが、スマホのアプリはあまりおすすめできません）を持参してください。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

平常の授業における理解度と参加態度を中心に評価します。到達度の最終確認のため、学期末にはレポートに代えて指定

テクストの試訳を提出すること。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンスとレヴェルチェック ※履修希望者は必ず出席

するようにしてください。 

2.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 1

番》① 

3.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 1

番》② 

4.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 1

番》③ 

5.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 1

番》④ 

6.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 1

番》⑤ 

7.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 2

番》① 

8.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 2

番》② 

9.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 2

番》③ 

10.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 2

番》④ 

11.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ四重奏曲第 2

番》⑤ 

12.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ三重奏曲》① 

13.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ三重奏曲》② 

14.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《ピアノ三重奏曲》③ 

※夏期講習会やオリンピック開催直前の混雑を避けるため、

遠隔授業となります。 

【事前・事後学習-前期】 

予習：次回講読個所の単語調べ・文法事項の確認・試訳 

学習時間の目安：１～３時間程度／週（所要時間には個人差があります） 
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【授業展開と内容-後期】 

1.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《弦楽四重奏曲》① 

2.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《弦楽四重奏曲》② 

3.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《弦楽四重奏曲》③ 

4.全集版楽譜の作品解説：フォーレ《弦楽四重奏曲》④ 

5.フォーレ評伝抜粋：室内楽曲① 

6.フォーレ評伝抜粋：室内楽曲② 

7.フォーレ評伝抜粋：室内楽曲③ 

8.フォーレ評伝抜粋：室内楽曲④ 

9.フォーレ評伝抜粋：室内楽曲⑤ 

10.フォーレ評伝抜粋：晩年① 

11.フォーレ評伝抜粋：晩年② 

12.フォーレ評伝抜粋：晩年③ 

13.フォーレ評伝抜粋：晩年④ 

14.フォーレ評伝抜粋：晩年⑤ 

【事前・事後学習-後期】 

予習：次回講読個所の単語調べ・文法事項の確認・試訳 

学習時間の目安：１～３時間程度／週（所要時間には個人差があります） 

【オフィスアワー】 

教室またはオンラインにて授業後（昼休み）に時間を確保します。まとまった時間を要する場合は事前にメール等で予約を取

ること。メールでの質問等も受け付けています（連絡先は本シラバス前期第１回の添付ファイルを参照）。 

【テキスト】 

1.現代フランス広文典 改訂版 目黒士門 2015 年 \3,800 9784560087077  

備考：授業に持参する必要はありませんが、予習・復習時のガイドとして推奨しています。（図書館請求記号：WR06-925） 

【教材】 

授業時にプリントまたは PDF を配布します。以下の文献からの抜粋を予定していますが、柔軟に追加・変更することがありま

す。シラバス前期第 1 回に講読文献の一例を PDF で添付しています。 

・全集版楽譜（解説部分） 

Fauré, Gabriel. Premier quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle en ut mineur, op. 15 ; Deuxième quatuor pour piano, 

violon, alto et violoncelle en sol mineur, op. 45. Edités par Denis Herlin. Kassel : Bärenreiter, 2010.（図書館請求記号：C46-

011） 

Fauré, Gabriel. Trio pour piano, violon et violoncelle en ré mineur, op. 120 ; Quatuor à cordes en mi mineur, op. 121. Edités 

par James William Sobaskie. Kassel : Bärenreiter, 2010.（図書館請求記号：C42-397） 

・伝記 

Jean-Michel Nectoux. Gabriel Fauré : les voix du clair-obscur. Nouvelle édition. Paris: Fayard, 2008. （図書館請求記号：

S08-104 ※旧版） 

【その他】 

・教員からの連絡は原則的に Google Classroom を通じて行う予定です。初回授業時までにシラバス第 1 回添付資料記載のク

ラスコードと URL で Google Classroom に登録を行ってください。 

・聴講歓迎。詳しくは初回授業時にご相談ください。 

・演習形式のため、フィードバックは基本的に授業内で口頭にて行います。学期末の試訳課題はコメントをつけて返却します。 

 

723 楽書講読仏Ⅱ 

担当教員 今井 千絵 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 
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【授業の概要】 

フランスのソルフェージュやピアノ教材、音楽事典等を活用し、音楽に関するフランス語特有の表現や用語の知識を習得した

のち、フランス語で書かれた様々なスタイルの文章（楽曲解説、楽曲分析、演奏法、作曲家の伝記、作曲家の言葉など）を精

読する。扱う文献等は、受講する学生の関心や授業の進度により変更する場合もある。 

【到達目標】 

フランス語で書かれた音楽に関する文章を深く理解し、自らの音楽研究や演奏実践に活かせるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

フランス語の基礎文法を一通り学んでいること。 

【授業の形式】 

【対面】演習形式／原則として対面 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

平常の授業、及び学期末の課題（小テクストの和訳等）の実施状況をもとに評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション：授業方針の説明と簡単なレベルチェッ

クテスト 

2.フランスのソルフェージュ教材 1 

3.フランスのソルフェージュ教材 2 

4.フランスのピアノ教材 1  

5.フランスのピアノ教材 2  

6.フランス語音楽用語 1 

7.フランス語音楽用語 2 

8.フランス語音楽用語 3 

9.文献講読：Lettre à un jeune pianiste 1  

10.文献講読：Lettre à un jeune pianiste 2  

11.文献講読：Lettre à un jeune pianiste 3 

12.文献講読：Lettre à un jeune pianiste 4 

13.課題 1 

14.課題 2 

 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱う文章をじっくり読み、語彙、文法を確認し、訳出する（目安 60 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション：後期で扱う文献について 

2.文献講読：ドビュッシー 1 

3.文献講読：ドビュッシー 2 

4.文献講読：ドビュッシー 3 

5.文献講読：ラヴェル 1 

6.文献講読：ラヴェル 2 

7.文献講読：ラヴェル 3 

8.文献講読：Sens et signification en musique 1 

9.文献講読：Sens et signification en musique 2 

10.文献講読：Sens et signification en musique 3 

11.文献講読：Sens et signification en musique 4 

12.課題 1 

13.課題 2 

14.課題 3 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱う文章をじっくり読み、語彙、文法を確認し、訳出する（目安 60-90 分程度）。 

【オフィスアワー】 

授業前後、またはメールも可（連絡先は初回授業時に指示）。 

【テキスト】 

1.現代フランス語広文典 改訂版 目黒士門 2015 年 \3,800 978-4-560-08707-7 

 備考：予・復習時の文法参考書として 

【教材】 
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授業時に随時プリントで配布する。以下の文献からの抜粋を予定しているが、受講する学生の関心や授業の進度により変更

する場合もある。 

Jean Fassina, Lettre à un jeune pianiste, Fayard, 2000.  

Márta Grabócz (dir.), Sens et signification en musique, Hermann, 2007.  

 

724 古楽実習Ⅰ 

担当教員 有田 正広 特任教授 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

17〜18 世紀音楽の様々な問題点を考え、実際の演奏に結び付ける。 

演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

当クラスでは音の性質、音楽表現に必要とされる音の運動についての問題など、奏法と「様式」から考えられる音楽表現につ

いても考える。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

全学生履修可、基礎的な音楽理論、和声楽と音楽史の知識。 

【授業の形式】 

【対面】演習 

前期第 1 回から第 3 回目までの授業は対面方式で行う。その後は感染状況を見て、映像を配信しての授業とすることもある

が、その都度知らせる。 

演奏デモンストレーション等と、それに付随した文字資料を添付する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.修辞学Ⅰ 

2.修辞学Ⅱ 

3.調性と音楽Ⅰ 

4.調性と音楽Ⅱ 

5.調性と音楽Ⅲ 

6.調性と音楽Ⅳ 

7.ヴィブラートⅠ 

8.ヴィブラートⅡ 

9.ヴィブラートⅢ 

10.ヴィブラートⅣ 

11.「ステージドア」 

12.バロック時代の組曲 1 : 基本形 （１） 

13.バロック時代の組曲 1 : 基本形 （２） 

14.前期分課題 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分。) 

毎回毎に課題、感想は極、簡単に 400 字以内にまとめて、授業を行なった週の土曜日までに提出のこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.バロック時代の組曲２：「基本形」以外の自由に挿入され る様々な舞踏曲（１） 
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2.バロック時代の組曲２：「基本形」以外の自由に挿入され

る様々な舞踏曲（２） 

3.装飾法１：本質的な装飾・フランス様式（１） 

4.装飾法１：本質的な装飾・フランス様式（２） 

5.装飾法２：自由な装飾・イタリア様式（１） 

6.装飾法２：自由な装飾・イタリア様式（２） 

7.アーティキュレーション、音のテクスチュア、イネガリテに

ついて（１） 

8.アーティキュレーション、音のテクスチュア、イネガリテに

ついて（２） 

9.実際の曲にあたって（１） 

10.実際の曲にあたって（２） 

11.実際の曲にあたって（３） 

12.実際の曲にあたって（４） 

13.実際の曲にあたって（５） 

14.後期分課題 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分。) 

毎回毎に課題、感想は極、簡単に 400 字以内にまとめて、授業を行なった週の土曜日までに提出のこと。 

【オフィスアワー】 

授業日の 20 時までメールにて受け付ける 

【教材】 

出来るだけ初版楽譜、原典楽譜を使用するが、学生で用意出来ない作品は、教員からプリントの形で提供する。 

 

725 古楽実習Ⅱ 

担当教員 
上尾 直毅 講師 

水野 均 講師 
曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

（前期）16 世紀から 19 世紀初頭にかけて使用されていた有弦鍵盤楽器（チェンバロ、クラヴィコード、フォルテピアノなど）につ

いて。楽器の構造、歴史、レパートリーやアンサンブルの中での役割など、実際の楽器に触れながら演奏を通して学ぶ。   

その他、楽譜の成り立ちと演奏慣習、国や時代によって異なる装飾音、ピッチと音律（調律）についてなど、実際の演奏に役立

つ知識と情報をプロジェクターによる画像や動画を使いながら解説していく。   

（後期）  J. S. バッハの鍵盤音楽作品を解釈・演奏・表現する上で必要不可欠な音楽そのものの時代的変遷や作曲経緯や

背景を、オルガン作品を含めた鍵盤音楽作品を中心に学ぶ。また、授業を通じて作品のリサーチ方法や、バッハの音楽に含

まれる幅広い表現の可能性を再認識し、何が正しい解釈かという観点のみではなく、演奏する各自が音楽表現する上で自由

な発想と理論的裏付けをどのように関連づけて行けるかを、他の受講生の演奏や意見を通して共に考察していく。  

演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

バロック、古典派あたりまでの音楽作品、それらの記譜法、ピッチ、音律などを含む音楽慣習を知った上で、作曲家にとって身

近であった楽器に触れる経験を通して、学生ひとりひとりが音楽作品を捉える際に多角的で柔軟な考え方で接しようとするき

っかけとなって欲しい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。  幅広い視点で行うため鍵盤楽器以外の専攻生の受講も大歓迎。 

【授業の形式】 

【対面】講義 と 【対面】実習（前期、後期とも) 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オンラインでの授業内容についての概説。 

有弦鍵盤楽器、概説 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

前期のシラバスはオンラインで授業を行う場合のシラバスで

す。 

対面授業の場合は、最期の数回の授業の中で、チェンバ

ロ、クラヴィコード、フォルテピアノに実際に触れてもらいま

す。 

それとともに、フォルテピアノやチェンバロを使って 18 世紀

の 4 手の作品（連弾）、旋律楽器の履修者がいる場合はバ

ロック時代のソナタなども実習する予定です。 

2.様々な種類のチェンバロについて画像を見ながら解説。

（１） 

3.様々な種類のチェンバロについて画像を見ながら解説。

（２） 

4.鍵盤配置（ショートオクターブや分割鍵盤など）の解説と 

スピネットとヴァージナルの画像を見ながら解説。（１） 

 

5.鍵盤配置（ショートオクターブや分割鍵盤など）の解説と 

スピネットとヴァージナルの画像を見ながら解説。（２） 

6.様々な記譜による楽譜と演奏慣習について。（１） 

7.様々な記譜による楽譜と演奏慣習について。（２） 

 

8.様々な記譜による楽譜と演奏慣習について。（３） 

9.装飾音について。（１） 

10.装飾音について。（２） 

11.装飾音について。（３） 

12.クラヴィコードについて画像を見ながら解説。 

13.フォルテピアノについて画像を見ながら解説。（１） 

14.フォルテピアノについて画像を見ながら解説。（２）／まと

め。 

【事前・事後学習-前期】 

授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業との関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【授業展開と内容-後期】 

1.バッハ① 初期鍵盤作品      ☆後期は対面で授業を

予定しています。 

2.バッハ② 北ドイツオルガン楽派の影響  

3.バッハ③ イタリア体験 I 

4.バッハ④ イタリア体験 II 

5.バッハ⑤  バッハの音楽教育 

6.バッハ⑥ 組曲 

7.バッハ⑦ 装飾音 I 

8.バッハ⑧ 装飾音 II ・象徴法 I 

9.バッハ⑨象徴法 II  

10.バッハ⑩ 息子達と弟子達の音楽 

11.バッハ⑪ バッハ研究 （まとめ） 

12.パイプオルガンの歴史と楽器のしくみ 

13.演奏実践 I 

14.演奏実践 II／まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

第 13 回＆14 回の演奏実践では、各自が選曲した作品を実際に演奏します。十分な練習をした上で、準備の際に生じた疑問

点を整理しておくこと。 

【オフィスアワー】 

火曜日  授業終了後   

【教材】 

(前期) 必要に応じてこちらから配布します。 

(後期) プリント配布。参考資料は随時講義の際に紹介します。 
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726,727 通奏低音Ⅰa,Ⅰb 

担当教員 有田 千代子 特任教授 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

  「通奏低音」とは 1600 年頃からおよそ２世紀にわたりヨーロッパ音楽の中の様々な合奏形態の中で実践された技法であると

共に，和声の基礎をなすものであった。通奏低音は鍵盤楽器奏者が奏することが多いが、ハープやギター、リュートなどの和

声楽器も行い、どの楽器が携わるかはその音楽の時代背景や使用楽器の可能性などを加味して選ばれた。  

  この技法を学ぶことで、バス声部から和声が閃き、その音楽の表現の可能性を素早く認識する能力を身につけられる。バロ

ックのみならず古典派、ロマン派，更にそれ以降の音楽を手がける者にとっても全体の音楽像を包括的に捉えることの出来る

必須の技術である。 

演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

三和音、四和音、非和声音をバスにかかれている数字（コードネームのようなもの）を見て和声進行を考えながら演奏し、時に

はリアリゼーションして和声規則や声部書法の認識を深めるが、筆記せずに耳で響きを確かめながら学習することで、すぐに

実践演奏できることを目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

初歩の和声学（古典）を履修した学生 。楽譜を見ながら鍵盤楽器を奏する能力(ブラインド・タッチ）がある程度必要。  

１クラス 12 名までで、Ⅰa, Ⅰb 合わせて 24 名までとする。 

【授業の形式】 

【対面】演習 

１、Ⅰa 有田千代子（特任教授）、Ⅰb 上尾直毅講師 ：対面での演習中心授業 

２、授業ではチェンバロを使って実習するが、学生には次週までに宿題として課題を与えるので鍵盤楽器（ピアノ、チェンバロ、

キーボードなど）で練習してくること。 

３、時には筆記して声部書法を確認する為、常時 5 線紙を持参のこと。 

４、Ⅰa,Ⅰb のクラスにより授業の進行や課題が異なるが、到達目標は同じである。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

平常点と学期末の試験を合わせて総合的に評価する。 

 

【授業展開と内容-前期】 

1.１、通奏低音について   

２、授業の取り組み方  

３、三和音の基本形、カデンツの練習 

2.三和音の基本形の連結課題 

3.三和音の基本形の連結課題 

4.三和音の基本形  ：和音の連結、経過音入りの課題 

5.三和音の第１転回形：6 の和音の説明と課題 

6.三和音の第１転回形：6 の和音 

7.三和音の第１転回形:6 の和音 

8.非和声音について 
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三和音の第 2 転回形：４，６の和音 

9.非和声音 について ４－３の繋留 

10.非和声音 ：４－３の繋留 

11.非和声音 ：７－６の繋留 

12.非和声音：７－６の繋留 

13.非和声音：７－６ 

四和音：7 の和音の基本形 

14.試験 

【事前・事後学習-前期】 

毎週、与えられた課題を習得できるまで練習すること。(目安として 1 日 10～２０分）繰り返し練習することで和音をすぐに掴む

ことが出来るようになる。自習の際に生じた疑問点を整理しておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.四和音の基本形:7 の和音 

三和音の非和声音：７－６ 

2.非和声音：９－８の繋留 

3.非和声音：９－８の繋留 

4.バスの繋留 

5.四和音の第 1 転回形：５，６の和音 

6.四和音の第 1 転回形：5，6 の和音 

7.四和音の第１転回形:5，6 の和音 

8.四和音の第 2 転回形：3，4 の和音 

9.四和音の第 3 転回形：2，4 の和音  

10.四和音転回形 

11.2 重繋留、3 重繋留 

12.試験課題 

13.試験課題 

14.試験: 20７室で 1 名づつ入室して演奏。順番は自由。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を習得するまで練習してくること。(目安、前期のところを習得していれば 1 日１５～30 分)   

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

木曜日： お昼休み 

【テキスト】 

1.通奏低音の練習 上尾直毅 2021 年 \2,970  

備考：アカデミア・ミュージック社 

【教材】 

上尾直毅編『通奏低音の練習』   その他、授業中に課題を適宜配布する。 

 

728 通奏低音Ⅱ 

担当教員 有田 千代子 特任教授 曜日時限 木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

<通奏低音Ⅰ>を参照のこと。 

また<通奏低音Ⅱ>で習熟度を高めることで和声感が養われ、バロック以外のクラシックやロマン派の自分が関わるソロ曲、アン

サンブル曲の理解が速くなり、表現へのアプローチが深まる。 

【到達目標】 

様々な和音を使った 17，8 世紀の作品で習熟度を高め、曲への理解を深める。 

当時の楽譜は数字が完全に記譜されている訳ではないので、適宜数字を付ける力も養う。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 
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<通奏低音Ⅰ>修了者、及びそれと同等の力を有する者。 

【授業の形式】 

対面での演習中心でチェンバロで実習する。学生には次週までの宿題を与えるので、習得するまで練習してくること。 

また時には筆記して声部書法を確認するので五線紙を常時持参のこと。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席状況、平常点、授業態度、試験に合わせて評価 

【授業展開と内容-前期】 

1.P.マッテイによる転調の課題 

テレマン：歌と器楽と通奏低音の練習書より 

2.P.マッテイによる転調の課題 

テレマン：歌と器楽と通奏低音の練習書より 

3.P.マッテイによる転調の課題 

テレマン：歌と器楽と通奏低音の練習書より 

4.P.マッテイによるやや長い課題 

テレマン：歌と器楽と通奏低音の練習書より 

5.J.S.バッハ：宗教歌曲より 

6.J.S.バッハ：宗教歌曲より 

7.J.S.バッハ：宗教歌曲より 

8.J.S.バッハ：宗教歌曲より 

9.A.コレルリ：ヴァイオリン・ソナタより、トリオ・ソナタより 

10.A.コレルリ：ヴァイオリン・ソナタより、トリオ・ソナタより 

11.A.コレルリ：ヴァイオリン・ソナタより、トリオ・ソナタより 

12.D.ブクステフーデ：トリオ・ソナタより 

13.D.ブクステフーデ：トリオ・ソナタより 

14.試験 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を習得するまで練習してくること。繰り返し練習することで身に付くが自分に合った方法を試すこと。 

鍵盤楽器演奏に慣れている学生は楽譜を見て考えることでも上達する。  

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.フランス 18 世紀の作品より（F.クープラン、オトテール、な

ど） 

2.フランス 18 世紀の作品より(オトテール、F.クープラン な

ど） 

3.フランス 18 世紀の作品より 

4.フランス 18 世紀の作品より 

5.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

6.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

7.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

8.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

9.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

10.J.S.バッハ：器楽作品より 

11.J.S.バッハ：器楽作品より 

12.イタリア初期作品より 

13.イタリア初期作品より 

14.試験 

 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を習得するまで練習してくること。(目安、毎日 20～30 分練習するやり方や、授業の前後日に 1 時間ずつ

集中して練習するやり方など、自分に合った方法ですること) 次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

木曜日 授業後 調布教室 

【テキスト】 



 147 

1.通奏低音奏法 ヘルマン・ケラー  

備考： Bärenreiter-Verlag 社 

WS01-027 

【教材】 

楽譜を適宜配布したり、指示したりする。 

 

729 古楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 

上尾 直毅 講師 

桐山 温子 講師 

有田 千代子 特任教授 

有田 正広 特任教授 

曜日時限 月 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

初期バロック時代から前古典派に至る室内楽作品の演奏解釈および合奏実習を行う。古楽器実技教師の内２人が前、後期

に分かれて担当する。 

 教師の助言に基づき、学生自ら実習曲および演奏者、楽器編成を決め十分リハーサルを重ねた上、毎回の授業に臨む。基

本的に実習は古楽器専攻の学生たちが演奏し授業が進められるが、実習曲や編成によっては随時検討される。演奏家として

の経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

1700 年頃～1800 年頃までの様々な時代様式による室内楽作品の演奏技術をマスターした上でその様式に相応しい表現を

深めることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

カレッジ・ディプロマコースを除く古楽器科専攻全学年、全研究科学生必修、その他の専攻生は選択科目。 

【授業の形式】 

【対面】演習。 実習する演奏者は対面式でその他の履修者は遠隔式。 

基本的に 2 週(2 回の授業）で 1 作品を実習するので前期、後期それぞれ６～７組のグループをつくる。前期の１回目授業で

参加学生と専攻の確認を行い、実習作品、メンバーを前期分決める。後期の 6～7 回分は 9 月初めに実習作品とメンバーを

決める。履修者の人数により異なるが、前期、後期とも最低 1 回は演奏に参加のこと。コロナ禍の為、演奏人数が 2～3 人まで

で出来る作品を選ぶが、もし演奏者が足りない場合はクラス内で早めに募る。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

「成績評価」の中の出席率について、実習の学生は出席になるが その他の履修生は授業後から３日後の木曜日 20 時まで

にコメントを提出することで出席となる。実習曲の解説も評価の対象となる。 

【授業展開と内容-前期】 

1.第 1 回～第 14 回  参加学生、選曲により内容はそれぞ

れ異なる。前期に催される校内演奏会へのアプローチも視

野にいれて行う。 
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【事前・事後学習-前期】 

奏者は選曲した作品内容の解説をまとめておくこと。アンサンブル合わせが出来るように、それぞれのパートを練習したのちリ

ハーサルを重ねる。通奏低音に慣れていない演奏者には楽譜を出来るだけ早く渡すことを心がけること。 演奏者以外の履

修者は配布された楽譜をプリントアウトして読んでおくこと。（そのために、楽譜の用意も 1 週間前までにすること） 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回～第 14 回  参加学生、選曲により内容はそれぞ

れ異なる。後期に催される校内演奏会へのアプローチも視

野にいれて行う。 

【事前・事後学習-後期】 

演奏者は選曲した作品の解説をまとめておくこと。アンサンブル合わせが出来るようにそれぞれのパートを練習したのちリハー

サルを重ねる。通奏低音に慣れていない演奏者には楽譜を出来るだけ早く渡すことを心がけること。 演奏者以外の履修者

は配布された楽譜をプリントアウトして読んでおくこと。（そのために、楽譜の用意も 1 週間前までにすること） 

【オフィスアワー】 

実習作品に関する疑問等々は各自コメントにすることで、次の授業で反映したい。 

 

731～744 BC-Ⅰ(A～G) 

担当教員 

大橋 浩子 教授 

森山 智宏 准教授 

安西 房代 講師 

岡島 礼 講師 

沢木 良子 講師 

清水 篤 講師 

田口 真理子 講師 

田中 やよい 講師 

築田 佳奈 講師 

中村 理奈子 講師 

山口 恭子 講師 

曜日時限 

火 1 時限 

火 2 時限 

金 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

音楽の基礎、すなわち楽譜を見て読む事、歌う事、弾く事、聴く事を中心に学ぶ。音楽を理解する能力、表現する能力を高め

る事を目的とする。週 2 回の受講（火曜Ⅰ限またはⅡ限、および金曜Ⅱ限）を必修とする。 

【到達目標】 

立体的に音を捉える耳を養う。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

BCⅠクラスを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 
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○    ○  

【成績評価の要点②】 

年度末の BCⅠ単位認定試験にて判定。出席率の悪い者には受験資格を与えない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～13.  S（初見、視唱）、H（和声聴音）、M（旋律聴音）を

中心に、基礎的なトレーニングをする。 

14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13.  前期の授業をさらに発展させ、音楽的な耳を養う。 14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

火曜 12：00～13：00 事前に連絡をすること。t-moriyama@tohomusic.ac.jp  

【教材】 

授業内で指定または配布する。 

 

751～755 BC-Ⅱ(A～E) 

担当教員 

伊倉 由紀子 講師 

神本 真理 講師 

塚田 眞理 講師 

柳川 瑞季 講師 

山口 恭子 講師 

曜日時限 

月 4 時限 

火 4 時限 

金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に引き続き、音楽の基礎を学ぶ。音楽を更に理解する能力、表現する能力を高める事を目的とする。 

【到達目標】 

楽譜から音をイメージする力、音から楽譜をイメージする力を向上させる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

BCⅡクラスを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○  

【成績評価の要点②】 

年度末の BCⅡ単位認定試験にて判定。出席率の悪い者には受験資格を与えない。 

【授業展開と内容-前期】 
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1.～13.  S（初見、視唱）、H（和声聴音）、M（旋律聴音）を

中心に更に発展させた授業を行う。 

14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13.  前期の授業を継続し、音楽的な耳を養う。 14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

火曜 12：00～13：00 事前に連絡をすること。t-moriyama@tohomusic.ac.jp  

【教材】 

授業時に指定、または配布する。 

 

761～763 BC-Ⅲ(A～C) 

担当教員 

田口 真理子 講師 

百武 眞弓 講師 

山口 恭子 講師 

曜日時限 
火 4 時限 

木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年 

 

【授業の概要】 

音楽的な耳を高める事を目的とする。視唱や聴音だけでなく、総合的に音楽を学ぶ。 

【到達目標】 

「聴く力」とともに「分析する力」を養い、音楽能力を総合的に高めることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

BCⅢクラスを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席率、平常点、クラス内試験を総合的に勘案して成績評価をする。 

 

【授業展開と内容-前期】 

1.～13.  S（初見、視唱）、H（和声聴音）、M（旋律聴音）を

中心に、基礎的なトレーニングをする。 

 

14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 
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1.～13.  前期の授業をさらに発展させ、音楽的な耳を養う。 14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

火曜 12：00～13：00 事前に連絡をすること。t-moriyama@tohomusic.ac.jp  

【教材】 

授業時に指定、または配布する。 

 

765 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ教育法Ⅰ 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 金 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3～4 年 

 

【授業の概要】 

教育に携わる、ということは、未来を創ることです。言うなれば、ソルフェージュ教育に携わる、ということは、まさに日本のクラシ

ックの未来を創っていくことなのです。さらに、「人に教える」ということは、「自分も学ぶ」ということです。学び続けることは、教師

の宿命であります。 

皆さんが（もしかしたら何気なく）受けてきたソルフェージュ教育は、音高・音大受験のテクニックではなく、クラシック教育の根

幹をなすものです。そこには音感教育だけには留まらない、全ての音楽の領域が内包されています。だとしたら、これほどやり

がいがあって面白く、そして個々の（教師の）音楽観が厳しく問われる教育の分野はないでしょう。 

そのような視点に立ち、1 年間、皆さんに「ソルフェージュ教育」の魅力を体感してもらいたいと思います。講師陣には、長年ソ

ルフェージュ教育の現場に携わり、理論と実践を続けて来た方たちをお迎えします。この講座から、未来のソルフェージュ教

師が羽ばたくことを願っています。 

※本講座の単位取得者のみ、次年度「ソルフェージュ教育法Ⅱ」を履修できます。 

【到達目標】 

（1）各自、ソルフェージュ教育についての定義付けができるようなる。 

（2）将来、ソルフェージュ教育の現場に出た際に必要な理論と実践を経験する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

以下の条件をすべて満たす学生のみ受講可。 

・大学 3 年生以上 

・ソルフェージュのグレードが SPⅢ以上 

・和声法Ⅱもしくは応用和声の成績が B 以上 

・原則として全講座を出席できること（校欠等、やむを得ず欠席した場合は別途課題を課すことがある）。 

 

【授業の形式】 

【対面】講義及び実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション（森山） 

2.音教の現場から～幼児教育 1（飯塚奈緒美） 

3.音教の現場から～幼児教育 2（飯塚奈緒美） 

4.音教の現場から～幼児教育 3（荻原由紀子） 

5.音教の現場から～幼児教育 4（荻原由紀子） 

6.音教の現場から～幼児教育 5（田端ゆみ） 

7.音教の現場から～幼児教育 6（田端ゆみ） 

8.導入期のソルフェージュ教育と実技（森山智宏） 

 

9.リトミック 1（杉山智恵子） 

10.リトミック 2（杉山智恵子） 

11.リトミック 3（杉山智恵子） 

12.リトミック 4（杉山智恵子） 

13.リトミック 5（杉山智恵子） 

14.前期のまとめ（森山智宏） 

【事前・事後学習-前期】 

日常の音楽活動が、ソルフェージュ教育の現場とどのような結び付きになるのか常に考えること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.音教の現場から～小学校低学年 1（松井裕紀子） 

2.音教の現場から～小学校低学年 2（松井裕紀子） 

3.音教の現場から～小学校中学年 1（安西房代） 

4.音教の現場から～小学校中学年 2（安西房代） 

5.音教の現場から～小学校高学年 1（森山智宏） 

6.音教の現場から～小学校高学年 2（森山智宏） 

7.音教の現場から～中学生 1（鈴木しのぶ） 

8.音教の現場から～中学生 2（鈴木しのぶ） 

9.課題作成 1（鷹羽弘晃） 

10.課題作成 2（鷹羽弘晃） 

11.ソルフェージュ教育と東西問題（森山智宏） 

12.ソルフェージュ教育と南北問題（森山智宏） 

13.ソルフェージュ教育のこれから（森山智宏） 

14.1 年間のまとめ（森山智宏） 

【事前・事後学習-後期】 

日常の音楽活動が、ソルフェージュ教育の現場とどのような結び付きになるのか常に考えること。 

【オフィスアワー】 

事前に申し出ること。 

t-moriyama@tohomusic.ac.jp 

【その他】 

課題のフィードバックは基本メールで行う。質問も同様。 

 

766 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ教育法Ⅱ 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 月 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

単にソルフェージュを教えるだけでなく、クラシック音楽を楽しむ人を育てる、にはどういう授業・レッスンをしたらよいか？を一

緒に考え構築していくことを目標にしたいと思います。しかし、実際にこども達に教えるノウハウも先人達の残した教材、メソー

ド等を紹介、研究します。 

【到達目標】 

こども達に実際にソルフェージュを教えられるようになる実力をつける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学 4 年生でソルフェージュ教育に興味がある者。今年度に限り、ソルフェージュ教育法Ⅰを履修していなくても可とする。 
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【授業の形式】 

【対面】実習、演習。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

課題の実施、レポート、模擬授業。 

【授業展開と内容-前期】 

1.幼児教育に関する教材研究 1 

和声課題の復習 1 

2.幼児教育に関する教材研究 2 

和声課題の復習 2 

3.幼児教育に関する教材研究 3 

和声課題の復習 3 

4.幼児教育に関する教材研究 4 

和声課題の復習 4 

5.小学生時期の教材研究、課題の作り方 1 

和声課題の復習 5 

6.小学生時期の教材研究、課題の作り方 2 

和声課題の復習 6 

7.小学生時期の教材研究、課題の作り方 3 

和声課題の復習 7 

8.小学生時期の教材研究、課題の作り方 4 

和声課題の復習 8 

9.小学生時期の教材研究、課題の作り方 5 

和声課題の復習 9 

10.小学生時期の教材研究、課題の作り方 6 

和声課題の復習 10 

11.幼児に教える時の教案作成と模擬授業 1 

12.幼児に教える時の教案作成と模擬授業 1 

13.幼児に教える時の教案作成と模擬授業 2 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

和声課題の実施 

教材研究の譜例の復習 

【授業展開と内容-後期】 

1.小学生時期の授業の教案作成 1 

和声課題作成 1 

2.小学生時期の授業の教案作成 2 

和声課題作成 2 

3.小学生時期の授業の教案作成 3 

和声課題作成 3 

4.中学生時期の教材研究 1 

旋律課題の作成 1 

5.中学生時期の教材研究 2 

旋律課題の作成 2 

6.中学生時期の教材研究 3 

旋律課題の作成 3 

7.中学生時期の教材研究 4 

旋律課題の作成 4 

8.視唱課題の教材研究と課題作成 1 

9.視唱課題の教材研究と課題作成 2 

10.視唱課題の教材研究と課題作成 3 

11.リズム課題の研究と作成 

12.模擬授業の実施 1 

13.模擬授業の実施 2 

14.1 年間学んだことの総括 

 

【事前・事後学習-後期】 

復習を必ずすること。また、課題の実施と発表 

【オフィスアワー】 

月曜日昼休み～14 時、火曜日午後 2 時半～3 時、金曜日午後 4 時以降(調布ソルフェージュ研究室） 

【教材】 

授業時に指示、または教材を配布する。 
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767 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ a 

担当教員 上田 真樹 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

スコアを読み、その作品を理解し、そしてピアノで表現します。 

そのために必要な基礎として、各種譜表や様々な楽器について学び、楽曲分析や楽器法などにも触れながら、作品を総合的

に読みとる能力を養うことを目的とします。 

【到達目標】 

ピアノのために書かれたものではない様々な編成の楽譜や、移調楽器を含む編成の楽譜、さらにはオーケストラの総譜から、

書かれた音楽を読み解き、その音楽をピアノで表現する（その為にある程度の編曲の要素を含む）ことを目標とします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノが弾ける学生。ある程度、各種音部譜表に慣れていることが望ましい。 

定員 15 名。作曲専攻（創作芸術）、指揮専攻必修。 

履修希望者数が定員を超える場合は、初回に簡単な考査等を行うこともある。 

【授業の形式】 

【対面】 

ピアノを用いたグループレッスン及び一人ずつの実習。 

主に、授業の前半では基本的な読譜練習（作品の一部など）を行い、後半はそれぞれに合った作品を選んで取り組みます。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席状況や習熟進度、学習意欲など平常点を主に評価の対象とする。期末に実技試験を行う場合もある。 

【授業展開と内容-前期】 

1.概論 

各人の経験や能力を知るために調査をします 

2.同声および混声三部合唱、弦楽三重奏・弦楽三部合唱

曲などのピアノ演奏 

3.アルト譜表を用いた作品のピアノ演奏 

4.テノール譜表を用いた作品のピアノ演奏 

5.弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

6.ソプラノ譜表を用いた作品のピアノ演奏 

7.合唱四段譜のピアノ演奏 

8.移調楽器についての解説と基礎 

9.B 管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

10.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

11.F 管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

12.D 管、G 管楽器などを含む室内楽曲のピアノ演奏 

13.様々な移調楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

14.授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-前期】 

宿題や事前課題を、各自充分に練習して授業に臨むこと。（目安各 30〜60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.様々な移調楽器、移高楽器を含む小編成の作品のピア ノ演奏(1) 
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2.様々な移調楽器、移高楽器を含む小編成の作品のピア

ノ演奏(2) 

3.様々な移調楽器、移高楽器を含む小編成の作品のピア

ノ演奏(3) 

4.バロック～古典派の管弦楽作品のピアノ演奏(1) 

5.バロック～古典派の管弦楽作品のピアノ演奏(2) 

6.バロック～古典派の管弦楽作品のピアノ演奏(3) 

7.バロック～古典派の管弦楽作品のピアノ演奏(4) 

8.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏(1) 

9.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏(2) 

10.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏(3) 

11.後期ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏(1) 

12.後期ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏(2) 

13.後期ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏(3) 

14.発表会およびまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

宿題や事前課題を、各自充分に練習して授業に臨むこと。（目安各 30〜60 分） 

【オフィスアワー】 

月曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【テキスト】 

1.はじめてのソルフェージュ 4 

スコア・リーディング入門 吉川和夫/船橋三十子/藤家渓子 1991 年 \2,300 ISBN4-11-712004-2  

備考：全音楽譜出版社刊 

【教材】 

Mercher and Warch : Music for Score Readig (Prentice-Hall) B12-340 

Morris and Ferguson : Preparatory Exercises in Score Reading (Oxford) などの教材 B03-166 

主にバロックからロマン派までの作曲家の室内楽曲、交響曲や管弦楽曲、ミサ曲やオペラなど声楽を含む作品のオーケスト

ラ・スコアなど。詳細は授業のなかでその都度指示する。 

 

768 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ b 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

よく言われるように、音楽家は視野を広く持たなければなりません。 

この「視野」には二つの意味があります。 

一つは、視覚の観点です。楽譜から瞬時に全体像を掴んでいくためには、できるだけ楽譜を大きな視野で見ることが求められ

ます。 

もう一つは、音楽的経験の「視野」です。専攻実技で学んでいる作品だけしか知らない、ということでは、音楽大学で学んでい

る意味はありません。 

「スコアリーディング」を学ぶことは、まさにこの二つの視野を大きく広げていく手がかりとなります。 

実習を通して、「このピアノ作品はとても室内楽的だ」「ピアノ曲だけどオケの響きがする」という（これもよく聞く）言葉を体感して

いってもらいたいと考えています。 

【到達目標】 

（1）スコアに慣れ親しむ。 

（2）スコアをピアノである程度弾けるようになる。 
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（3）ピアノ曲の中に、室内楽やオーケストラの響きを捉えられるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノが弾け、各種音部記号をある程度読むことのできる学生。履修希望者が多い場合は、必修者を優先とした上で、履修制

限を設ける。昨年度の SRb 単位取得者の再履修はできない。作曲専攻(創作芸術)、指揮専攻必修。 

【授業の形式】 

【対面】演習及び課題の解説 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.導入① 

3.導入② 

4.導入③ 

5.バロック① 

6.バロック② 

7.バロック③ 

8.バロック④ 

9.バロック⑤ 

10.古典派① 

11.古典派② 

12.古典派③ 

13.古典派④ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.古典派⑤ 

2.古典派⑥ 

3.ロマン派① 

4.ロマン派② 

5.ロマン派③ 

6.ロマン派④ 

7.ロマン派⑤ 

8.ロマン派⑥ 

9.ロマン派⑦ 

10.近代① 

11.近代② 

12.近代③ 

13.近代④ 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

特に設けないが、事前に申し出ること。 

t-moriyama@tohomusic.ac.jp 

 

769 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ c 

担当教員 十川 菜穂 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 
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スコア・リーディング初心者を対象とした授業。オーケストラのスコアをピアノで演奏する。実際の楽曲の一部を使ってハ音譜表

や移調楽器の譜表を学びながら、より複雑な音楽へと段階を追って進んでいく。学年末試験では各自が選んだオーケストラ

作品を演奏する。作曲家の特徴や和声にも触れ、楽曲の理解に役立てるのと同時に、一人でオーケストラ曲を演奏するという

無上の贅沢を是非味わってほしい。 

【到達目標】 

オーケストラスコアを見て曲全体を掴めるようにする。ハ音記号や移調楽器に慣れ、複数の譜表も一度に読めるようにする。そ

して、オーケストラの各楽器の音色や全体の響きをイメージしてピアノで演奏できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノが問題なく弾ける学生。受講生は 12 人を限度とする。初回授業で希望者が定員を超えた場合は必修者を優先とし抽選

を行う。そのため、初回の授業には必ず出席すること。作曲専攻(創作芸術)、指揮専攻必修。 

【授業の形式】 

【対面】ピアノを用いたグループレッスン(実習) 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス―スコア・リーディングとは 

2.4 段合唱曲、ヴィオラソロ曲のピアノ演奏 

3.古典派弦楽三重奏曲のピアノ演奏 

4.テノール譜表、古典派弦楽三重奏曲のピアノ演奏 

5.古典派弦楽四重奏曲 

6.古典派弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

7.古典派弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

8.ロマン派弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

9.近代弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

10.移調楽器とは 

B 管楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピアノ演奏 

11.B 管楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピアノ演奏 

12.ソプラノ譜表、A管楽器とそれを含む課題や室内楽曲の

ピアノ演奏 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題と発展的学習 

【事前・事後学習-前期】 

授業の復習をし、次回の課題を練習してくること(目安各 30-60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.ハ音記号を用いた四段合唱譜のピアノ演奏 

2.E 管・Es 管楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピアノ演

奏 

3.F 管楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピアノ演奏 

4.その他の移調楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピア

ノ演奏 

5.古典派オーケストラ作品のピアノ演奏 

6.古典派オーケストラ作品のピアノ演奏 

7.ロマン派オーケストラ作品のピアノ演奏 

8.ロマン派オーケストラ作品のピアノ演奏 

9.フランス近代オーケストラ作品のピアノ演奏 

10.フランス近代オーケストラ作品のピアノ演奏 

11.任意のオーケストラ作品 

12.任意のオーケストラ作品 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題と発展的学習 

【事前・事後学習-後期】 

授業の復習をし、次回の課題を練習してくること(目安各 30-60 分) 

【オフィスアワー】 

メールアドレスを事務局に照会し、ご連絡下さい。 

【教材】 

Morris and Ferguson: Preparatory Exercises in Score Reading(Oxford) B03-166  

Creuzburg: Partiturspiel(Schott) C09-243, C09-244  
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古典派・ロマン派を中心とした作曲家の室内楽曲・交響曲・管弦楽曲のスコアなど。詳細は授業の中で適宜指示する。 

 

770 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ d 

担当教員 久保田 千裕 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

このクラスではスコア・リーディングを始めるための基礎的知識から取り組みます。第一歩としてまずは各種譜表に慣れることか

ら始め、小編成の室内楽へ挑戦し、最終的には規模の大きいオーケストラの読譜に挑戦していけたらと思います。ピアノの楽

器の長所を最大限生かした演奏で作品を総合的に読みとる能力を養うことを目的とします。 

【到達目標】 

オーケストラスコアを読み、瞬時に和声的響きやリズムなどを全体的に把握しながら、ピアノで表現できるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノが弾ける学生（ショパンのエチュードが弾けるレベル）。初見の能力は特に必要ありません。２年目以降の再履修も可能

です。履修希望者が多い場合には必修の学生の履修を優先します。作曲専攻（創作芸術）、指揮専攻必修。 

【授業の形式】 

【対面】ピアノを用いた一人ずつの実習。学生の上達度に応じて組み合わせや編成などを変更する場合もあります。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス  各種ハ音記号、移調楽器の特徴の紹介   

スコア・リーディングｄを始めるにあたって。スコア・リーディ

ングとは、スコアの特質、それぞれの楽器の紹介。etc 

2.アルト譜表が使われている作品のピアノ演奏① （２回目

以降は基本的に弦楽二重奏、三重奏等の室内楽曲から断

片を取り出して読む練習をする。弦楽四重奏曲も扱う可能

性あり。） 

3.アルト譜表が使われている作品のピアノ演奏② 

4.アルト譜表が使われている作品のピアノ演奏③ 

5.テノール譜表が使われている作品のピアノ演奏① 

6.テノール譜表が使われている作品のピアノ演奏② 

7.ソプラノ譜表が使われている作品のピアノ演奏① 

8.ソプラノ譜表が使われている作品のピアノ演奏② 

9.Ｂ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏①（クラリネット、ホ

ルン、サックスなどの移調楽器を含む室内楽曲を扱う） 

10.Ｂ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏② 

11.Ｂ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏③ 

12.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏① 

13.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏② 

14.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏③ 

オリンピック期間に差し掛かる可能性のため、遠隔授業とな

る可能性があります。 

【事前・事後学習-前期】 

毎回オンライン授業終了後、簡単な課題を提示いたします。 

【授業展開と内容-後期】 

1.古典派の管弦楽作品のピアノ演奏① 

2.古典派の管弦楽作品のピアノ演奏② 

3.古典派の管弦楽作品のピアノ演奏③ 

4.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏① 

5.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏② 

6.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏③ 
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7.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏④ 

8.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏① 

9.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏② 

10.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏③ 

11.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏④ 

12.ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏① 

13.ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏② 

14.ピアノ作品発表会 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【オフィスアワー】 

火曜日 調布キャンパス教員室にて授業前後に時間を確保いたします。 

【教材】 

室内楽曲や管弦楽曲のミニチュア版オーケストラスコアなどを扱います。資料の詳細は授業の中でその都度提示します。各種

課題等はこちらより配布いたします。 

 

771 KBS A-Ⅰ-a 

担当教員 柳川 瑞季 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

この授業では、これまでに学習したソルフェージュ力や和声力、そして様々な知識を生かしたピアノ演奏を目指し、色々な実

習を通して学習していきます。短時間で楽譜から出来るだけ多くの情報を読み取り、それらをより音楽的に表現できることを目

標に、独奏、連弾、2 台ピアノアンサンブルも含めた初見奏を特に多く取り入れていきます。ピアノ曲だけでなく、室内楽や交

響曲などピアノ以外のために書かれた作品や、クラシック以外の作品（ジャズなど）も扱い、多角的に音楽を見ていきたいと思

います。 

初見奏以外には数字付き和声や移調奏、コードの読み取り、伴奏付けやメロディ付け（アドリブ）、簡単なアレンジ（室内楽や

合唱）、即興演奏などこれからの音楽活動にも活かせるような内容を行う予定です。2 年間あるので、皆さんの伸ばしたい内容

やチャレンジしたい事柄を度々話し合いながら、出来るだけ多くのことを吸収していきましょう。 

【到達目標】 

2 年後、自分の中に表現の幅や音遣いの幅などより多くの引き出しが出来ていること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1・2 年生のピアノ、作曲（創作芸術コース）、指揮専攻で、SPⅣ以上のグレードを持つ者。 

 

【授業の形式】 

対面授業、実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

前期後期ともに第 13 回目の授業で発表会を行う予定です。内容は事前に話し合いましょう。（前期はピアノアンサンブル、後

期は創作したものを含めたアンサンブルを予定） 
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それとは別に、初見奏などの試験も行います。試験日は事前にお知らせします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.初回はクラス分け試験を行う予定です（変更の場合もあり

ます） 

2.授業展開についてのアンケート、初見アンサンブル 

※以下授業内容は、アンケートによって変更する可能性が

あります。 

3.初見奏（ソロ、アンサンブル）、カデンツの移調 

4.初見奏（ソロ、アンサンブル）、楽曲の移調 

5.初見奏（ソロ、アンサンブル）、歌曲伴奏の移調 

6.初見奏（ソロ、アンサンブル）、数字付き和声導入 

7.初見奏（ソロ、アンサンブル）、数字付き和声実習 

8.初見奏（ソロ、アンサンブル）、数字付き和声実習 

9.初見奏（ソロ、アンサンブル）、前期発表会話し合い 

10.初見奏（ソロ、アンサンブル）、伴奏付け 

11.初見奏（ソロ、アンサンブル）、メロディ付け 

12.初見奏（ソロ、アンサンブル）、伴奏付けやメロディ付け

を即興的に行う練習 

13.前期発表会（アンサンブル） 

14.前期のまとめと後期の授業展開について話し合い 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を復習すること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

授業で取り上げた楽曲は、楽譜を見ながら通して何回も聞いてみてください。 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期の授業展開の確認、初見奏（ソロ、アンサンブル）、

コード読み導入 

2.初見奏（ソロ、アンサンブル）、コードの読み取り 

3.初見奏（ソロ、アンサンブル）、コードの読み取りと伴奏付

け 

4.初見奏（ソロ、アンサンブル）、コードの読み取りとメロディ

付け 

5.初見奏（ソロ、アンサンブル）、簡単なアレンジ導入（デュ

オ〜トリオ） 

6.初見奏（ソロ、アンサンブル）、簡単なアレンジ（編成の大

きいもの） 

7.初見奏（ソロ、アンサンブル）、アレンジしたものを演奏す

る 

8.初見奏（ソロ、アンサンブル）、即興演奏、後期発表会話

し合い 

9.初見奏（ソロ、アンサンブル）、即興演奏 

10.初見奏（ソロ、アンサンブル）、アドリブ実習 

11.初見奏（ソロ、アンサンブル）、アドリブ実習 

12.発表会練習、聴き合いなど 

13.後期発表会 

14.後期のまとめと来年度の授業についての話し合い 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を復習すること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

授業で取り上げた楽曲は、楽譜を見ながら通して聞いてみてください。 

【オフィスアワー】 

質問はメールにて承ります。 

火曜日の昼休みと 3 限後、4 限後の休み時間はソルフェージュ研究室に在室しています。 

【教材】 

授業ごとにプリントをお渡しします。楽譜はその都度私が持っていきます。皆さんに楽譜を書いてもらうこともあります。 

772 KBS A-Ⅰ-b 

担当教員 長谷川 由美子 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 
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ソロ、ピアノ連弾、２台ピアノと、ピアノを使い、初見、伴奏、即興、などピアノ奏者にとって必要な力を、様々な実習で取り組み

ます。特にピアノ以外の作品、交響曲、室内楽、オペラ、歌曲などあらゆる作品に実習を通して触れていきます。 

【到達目標】 

演奏に活かせる力、読譜力、初見力、を高めていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1・2 年生のピアノ、作曲（創作芸術コース）、指揮専攻で、SPⅣ以上のグレードを持つ者。 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.クラス分け試験 

2.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

3.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

4.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

5.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

6.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

7.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

8.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

9.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

10.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

11.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

12.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

13.初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字付き低

音、その他 

14.前期のまとめ、後期の説明 

【事前・事後学習-前期】 

授業で出す課題は、復習し、経験を積み重ねるようにすること   

【授業展開と内容-後期】 

1. 初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗

譜、その他 

2.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗譜、

その他 

3.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗譜、

その他 

4.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗譜、

その他 

5.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗譜、

その他 

6.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗譜、

その他 

7.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗譜、

その他 

8.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗譜、

その他 

9.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗譜、

その他 

10.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗

譜、その他 

11.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗

譜、その他 

12.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗

譜、その他 

13.初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネーム、暗

譜、その他 

14.学習内容のまとめ、次年度の課題と準備 
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【事前・事後学習-後期】 

授業内で行った課題の復習をし、次の課題に活かせるように経験を積むこと。 

【オフィスアワー】 

火曜日 11:50～12:40 調布ソルフェージュ教員室内 

【教材】 

プリント等適宣配布 

 

773 KBS A-Ⅰ-c 

担当教員 田中 やよい 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

この授業では、初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴奏づけ等、ピアノを使った様々な実習を行い、ピアニ

スト・作曲家・指揮者にとって必要な知識と能力を身につけていきます。２台ピアノの作品にも取り組みます。 

【到達目標】 

初見奏、移調奏など、授業の概要欄に記したピアノを使う基礎的なソルフェージュ能力の習得。 

２年間の授業を通して、音楽を多角的に立体的に捉えられるようになり、各自が成長を感じられることを目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1・2 年生のピアノ、作曲（創作芸術コース）、指揮専攻で、SPIV 以上のグレードを持つ者。 

【授業の形式】 

【対面】実習を中心とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.クラス分け試験。 

2.オリエンテーション。今後の授業についての話し合い。 

初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

3.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

4.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

5.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

6.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

7.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

8.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

9.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

10.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、

伴奏づけ、２台ピアノ、その他。 

11.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、

伴奏づけ、２台ピアノ、その他。 

12.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、

伴奏づけ、２台ピアノ、その他。 

13.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、

伴奏づけ、２台ピアノ、その他。 
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14.前期のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で与えられた課題に取り組むこと。（目安３０分〜６０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の内容の復習。 

2.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

3.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

4.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

5.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

6.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

7.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

8.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

9.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、伴

奏づけ、２台ピアノ、その他。 

10.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、

伴奏づけ、２台ピアノ、その他。 

11.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、

伴奏づけ、２台ピアノ、その他。 

12.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、

伴奏づけ、２台ピアノ、その他。 

13.初見奏、移調奏、即興、数字付き低音、コードネーム、

伴奏づけ、２台ピアノ、その他。 

14.一年間のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で与えられた課題に取り組むこと。（目安３０分〜６０分） 

【オフィスアワー】 

授業日の火曜日（11:50-12:15）と金曜日（11:50-12:40） 調布キャンパス、ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリントを配布。 

筆記用具を持参すること。 

 

774 KBS A-Ⅰ-d 

担当教員 沢木 良子 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

 

【授業の概要】 

この授業では今まで学んできた和声やソルフェージュ力、そして色々な作曲家のスタイルなど、持っている知識を最大限に活

かしながら、ピアノを演奏するのに必要な基礎能力を訓練していきます。短時間で読譜をし、曲の特徴をつかみ自分なりに表

現する練習を、様々な実習を通して行います。ピアノ曲、連弾、2 台ピアノを始め、室内楽曲も取り入れ、ピアノを用いて古典

から近現代の広いレパートリーを見ていきます。こんな曲もあったのか、この作曲家はこういう曲も書いていたのかなど、自分だ

けではなかなか触れることのできない曲も紹介したいと思います。フレーズや音色への即座の対応などにも目を向け、音楽を

より深く理解することに大いに役立つということを実感してもらうことが目標です。譜読みのコツや、室内楽をするときに必要な

アドヴァイスも同時に行っていきたいと思います。授業内容は初見を中心に、数字付き和声、移調奏、ハ音記号、簡単な弦楽

四重奏曲のアレンジ、メロディーの和声・伴奏付けなどです。 
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授業の進み具合によりますが、1 年目と 2 年目にクラスで 2 台ピアノの曲に取り組みます。（多少の練習を要しますが、今まで

に取り組んだ曲には、ストラヴィンスキーのペトルーシュカやラヴェルのスペイン狂詩曲、ラフマニノフやプーランク、ドビュッシ

ーの作品などがあります。やってみたい曲を探してみましょう。 

【到達目標】 

二年通年の授業なので、二年後に自分の中で意識の変化や自分なりの成長を感じてもらいたいと思います。他人との比較で

はなく、自分自身の知識や感性に幅を持てるよう授業に臨んでもらえたらと思います。 

直感、瞬発力を身につけていきましょう。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1・2 年生ピアノ、作曲(創作芸術コース)、指揮専攻で、SPⅣ以上のグレードを持つ者。 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

※前期・後期各一回ずつ行われる試験以外は小テストなどは行いません。テスト日は事前にお知らせします 

※発表・作品は主に伴奏付け・和声付けの宿題や二台ピアノの取り組みなどを指します。 

※出席率 

【授業展開と内容-前期】 

1.初回はクラス分け試験を行う予定です 

2.※以下予定なので、人数やレヴェルによって変更の可能

性有り 

よりたくさんの種類の曲に触れてもらうために、前半は初見

を中心に進めます。連弾なども含みます 

3.初見、和声分析 

4.初見、移調 

5.移調、伴奏・和声付け 

6.数字付和声の実習、初見 

7.数字付和声の実習、初見、2 台ピアノ発表の曲決め 

8.移調、初見、 

9.移調、初見 

10.2 台ピアノ 

11.初見、伴奏付け（和声付け） 

12.初見、伴奏付け（和声付け） 

13.初見、伴奏付け（和声付け） 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業後の復習をし、事前に出した課題を仕上げてくる(目安 30 分） 

2 台ピアノなどの発表課題は仕上げの状態になるまで練習をしてくる 

【授業展開と内容-後期】 

1.初見 

2.初見 

3.初見 

4.初見 

5.移調、初見 

6.移調、初見 

7.伴奏付け、初見 

8.伴奏付け、初見 

9.伴奏付け、初見 

10.初見、移調など 

11.初見、移調など 

12.初見、移調、後期のまとめ 

13.総まとめ 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業後の復習をし、事前に出した課題を仕上げてくる(目安 30 分） 

【オフィスアワー】 
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メールで質問など受け付けます 

金曜日の昼休みはソルフェージュ研究室にいます 

【教材】 

プリント配布、楽譜、授業中に聴音して各自楽譜に書いてもらうこともあります。 

 

776 KBS A-Ⅱ-a 

担当教員 ﾃｼｭﾈ ﾛｰﾗﾝ 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 

 

【授業の概要】 

授業の目標は、種々の実習を通してピアノ奏法が一層容易になり、また音楽をより深く理解出来る助けとなることです。 

・鍵盤和声および通奏低音 

・全調移調の練習（段階的に習得） 

・旋律の伴奏付け 

・現代記譜法について 

・暗記（目で耳で） 

以上をよく知られている実作品に関わりながら実践していきます。 

【到達目標】 

ピアノを通して音楽・芸術・文化の世界を広げながら、中身の充実した音楽家になることです。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS A-Ⅰ-a の単位を取得した者 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.カデンツ奏（完全終止）、記憶（視覚による）、キーボード

ハーモニー（バッハ様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

2.カデンツ奏（完全終止）、記憶（聴覚による）、キーボード

ハーモニー（バッハ様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

3.カデンツ奏（不完全終止）、記憶（視覚）、キーボードハー

モニー（バッハ様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

4.カデンツ奏（不完全終止）、記憶（聴覚）、キーボードハー

モニー（バッハ様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

5.カデンツ奏（不完全終止）、記憶（視覚）、キーボードハー

モニー（モーツァルト様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

6.カデンツ奏（変格終止）、記憶（聴覚）、キーボードハーモ

ニー（モーツァルト様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

7.カデンツ奏（変格終止）、記憶（視覚）、キーボードハーモ

ニー（モーツァルト様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

8.カデンツ奏（半終止）、記憶（聴覚）、キーボードハーモニ

ー（モーツァルト様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

9.カデンツ奏（半終止）、記憶（視覚）、キーボードハーモニ

ー（ベートーヴェン様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

10.カデンツ奏（偽終止）、記憶（聴覚）、キーボードハーモ

ニー（ベートーヴェン様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

11.カデンツ奏（偽終止）、記憶（視覚）、キーボードハーモ

ニー（ベートーヴェン様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 
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12.カデンツ奏（総合）、記憶（聴覚）、キーボードハーモニ

ー（ベートーヴェン様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

13.カデンツ奏（総合）、記憶（視覚）、キーボードハーモニ

ー（シューマン様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

14.カデンツ奏（総合）、記憶（聴覚）、キーボードハーモニ

ー（シューマン様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.メシアンによる移調の限られた旋法、キーボードハーモニ

ー（シューマン様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

2.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（シューマ

ン様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

3.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（ブラームス

様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

4.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（ブラームス

様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

5.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（ブラームス

様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

6.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（ブラームス

様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

7.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（フォーレ

様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

8.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（フォーレ

様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

9.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（フォーレ

様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

10.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（ドビュッ

シー様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

11.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（ドビュッ

シー様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

12.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（ドビュッ

シー様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

13.移調の限られた旋法、キーボードハーモニー（ラヴェル

様式）、2 台ピアノ初見、移調奏 

14.学習のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【オフィスアワー】 

授業前後の１０分間 調布ソルフェージュ研究室 

 

777 KBS A-Ⅱ-b 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

 

【授業の概要】 

昨年度に続き、ピアニストに必要な初見力、即興、伴奏付け等が自由にできるように様々な形の exercise を通して学びます。

また、ピアノ曲以外の室内楽曲、オペラ、歌曲、シンフォニー等をピアノ曲（ソロ・４手・６手・８手等）に編曲したものを弾くことに

よって、いろいろな曲に触れることを目標にしたいと思います。通年で、コードネーム、スコアリーディング、通奏低音、アンプ、

歌曲の伴奏の移調も行います。 

【到達目標】 

初見力、読譜力、様式の理解、即興演奏力をつける事。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS A-Ⅰ-b の単位を取得した者。 
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【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏１ 

2.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏２ 

3.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏３ 

4.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏４ 

5.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏、古典派の歌曲の伴奏の移

調１ 

6.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏、古典派の歌曲の伴奏の移

調２ 

7.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏、古典派の歌曲の伴奏の移

調３ 

8.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏、ロマン派の歌曲の伴奏の

移調１ 

9.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏、ロマン派の歌曲の伴奏の

移調２ 

10.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏、ロマン派の歌曲の伴奏の

移調３ 

11.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏、ロマン派の歌曲の伴奏の

移調４ 

12.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏、ロマン派の歌曲の伴奏の

移調５ 

13.バッハのコラールによる数字付き和声、スコアリーディン

グ（ハ音記号を含む）、初見奏、ロマン派の歌曲の伴奏の

移調６ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で行った課題の復習を必ずして下さい。 

宿題を課すこともあります。 

【授業展開と内容-後期】 

1.通奏低音、スコアリーディング、初見奏、コードネーム１ 

2.通奏低音、スコアリーディング、初見奏、コードネーム２ 

3.通奏低音、スコアリーディング、初見奏、コードネーム３ 

4.通奏低音、スコアリーディング、初見奏、コードネーム４ 

5.ロマン派、近代の歌曲の伴奏の移調、初見奏(ジャズを含

む）、コードネーム１ 

6.ロマン派、近代の歌曲の伴奏の移調、初見奏(ジャズを含

む）、コードネーム２ 

7.ロマン派、近代の歌曲の伴奏の移調、初見奏(ジャズを含

む）、コードネーム３ 

8.ロマン派、近代の歌曲の伴奏の移調、初見奏(ジャズを含

む）、コードネーム４ 

9.ロマン派、近代の歌曲の伴奏の移調、初見奏(ジャズを含

む）、コードネーム５ 

10.ロマン派、近代の歌曲の伴奏の移調、初見奏(ジャズを

含む）、コードネーム６ 

11.ロマン派、近代の歌曲の伴奏の移調、初見奏(ジャズを

含む）、コードネーム７ 

12.初見奏、伴奏付け、即興１ 

13.初見奏、伴奏付け、即興２ 

14.１年を通して学んだことのまとめと確認 

【事前・事後学習-後期】 

授業で学んだことの復習、課題の実施 

【オフィスアワー】 
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月曜日昼休み、火曜日午後２時半から３時、金曜日昼休み、４限以降 

【教材】 

授業ないで指示、または配布します。 

 

778 KBS A-Ⅱ-c 

担当教員 船橋 泉乃 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に引き続き、実際に鍵盤上で音を出しながら、和声に対する感覚を養うことに重点を置く。数字付鍵盤和声の課題で

は、ただ和音をつかむのではなく、どのような配置が流れの中で最も適切なのか、また音楽的にどのような指向性を持ってい

るのかを、耳（聴覚）、頭（思考力）、手（鍵盤上で表現する能力）を同時に機能的に使って感覚で捉えられるようにしたい。また、

初見演奏なども多く実習する予定。 

【到達目標】 

初見で楽譜を読み、頭の中でその音楽を構築し、鍵盤上で音にして表現できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS A-Ⅰ-c の単位を取得した者。 

【授業の形式】 

【対面】演習。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.数字付鍵盤和声(昨年度の復習)。他調ドミナントの和音

と反復進行(昨年度の復習)。 

初見演奏練習(ソロ・連弾・2 台ピアノ・2 台 8 手…等ほぼ毎

回実習)。 

2.数字付鍵盤和声(低音の休符①)。他調ドミナントの和音

と反復進行(伴奏付け)。 

初見演奏練習。 

3.数字付鍵盤和声(低音の休符②)。１声による伴奏付け。

初見演奏練習。 

4.数字付鍵盤和声(フランス式数字①)。2 声、３声による伴

奏付け。初見演奏練習。 

5.数字付鍵盤和声(フランス式数字②)。変奏①。初見演奏

練習。 

6.数字付鍵盤和声(J.S.Bach コラール①)。変奏②。初見演

奏練習。 

7.数字付鍵盤和声(J.S.Bach コラール②)。モティーフ即興

①。初見演奏練習。 

8.数字付鍵盤和声(Vivaldi:Cello Sonata①)。モティーフ即

興②。初見演奏練習。 

9.数字付鍵盤和声(Vivaldi:Cello Sonata②)。スコア・リーデ

ィング(A 管を含むもの)。初見演奏練習。 

10.数字付鍵盤和声(Handel:Violin Sonata①)。スコア・リー

ディング(F 管を含むもの)。初見演奏練習。 

11.数字付鍵盤和声(Handel:Violin Sonata②)。スコア・リー

ディング(G 管を含むもの)。初見演奏練習。 

12.スコア・リーディング(比較的編成の大きいもの)。初見演

奏練習。 

13.自由な形でのアンサンブル。 

14.後期学習内容のまとめ(数字付き鍵盤和声、スコア・リー

ディング課題)。 
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【事前・事後学習-前期】 

授業内で学習したことを復習、指示された課題を次回までに実施すること。（目安３０－６０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.歌曲伴奏移調(R.Schumann:Dichterliebe①)。初見演奏

練習(ソロ・連弾・2 台ピアノ・2 台 8 手…等ほぼ毎回実習)。 

2.歌曲伴奏移調(R.Schumann②)。スコア・リーディング(発

展的課題)。初見演奏練習。 

3.歌曲伴奏移調((R.Schumann③)。スコア・リーディング。初

見演奏練習。 

4.歌曲伴奏移調(R.Schumann④)。スコア・リーディング。初

見演奏練習。 

5.歌曲伴奏移調(R.Schumann⑤)。スコア・リーディング。初

見演奏練習。 

6.歌曲伴奏移調(R.Schumann⑥)。スコア・リーディング。初

見演奏練習。 

7.歌曲伴奏移調(R.Schumann⑦)。スコア・リーディング。初

見演奏練習。 

8.歌曲伴奏移調(R.Schumann⑧)。スコア・リーディング。初

見演奏練習。 

9.歌曲伴奏移調(Faure①)。スコア・リーディング。初見演奏

練習。 

10.歌曲伴奏移調(Faure②)。スコア・リーディング。初見演

奏練習。 

11.歌曲伴奏移調(Faure③)。スコア・リーディング。初見演

奏練習。 

12.コードネーム。初見演奏練習。 

13.後期学習内容のまとめ(移調課題、スコア・リーディング

課題、初見)。 

14.自由な形でのアンサンブル。 

【事前・事後学習-後期】 

前期に同じ。 

【オフィスアワー】 

金曜日 お昼休み 調布ソルフェージュ研究室又は教員室 

【教材】 

プリント適宜配布。 

 

779 KBS A-Ⅱ-d 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

この授業では下記の事を大きな柱とし、キーボードでの実習を通して「ピアノ奏者にとって自然な指の形」を習得してきます。 

（1）初見奏。 

（2）様々なカデンツの形及び数字付き和声を学ぶ。 

（3）伴奏付けや即興を楽しむ。 

（4）連弾や 2 台ピアノによるアンサンブル。 

【到達目標】 

（1）調性と指の形が自然と一致するようになる。 

（2）楽譜から様式を読み取り、それが演奏に反映されるようになる。 

（3）アンサンブルを通し、自分の音、そして他者の音に耳を傾ける習慣を付ける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS A-Ⅰ-d の単位を取得した者。 
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【授業の形式】 

【対面】演習。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.前年度の復習 

2.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

3.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

4.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

5.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

6.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

7.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

8.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

9.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

10.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

11.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

12.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

13.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

3.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

4.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

5.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

6.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

7.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

8.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

9.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

10.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

11.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

12.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

13.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

特に設けないが、事前に申し出ること。 

t-moriyama@tohomusic.ac.jp 

 

 

782 KBS B-Ⅰ-a 

担当教員 山口 恭子 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

ピアノを通して様々な実習に取り組みます。今年度は初見を始めとして、数字付き和声や移調奏、小編成のスコアリーディン

グ、伴奏付け等を行います。  

また楽譜に描かれた世界を的確にとらえられるよう、各自が簡単な分析をしながら、ピアノ曲から室内楽曲、また連弾や２台ピ

mailto:t-moriyama@tohomusic.ac.jp
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アノ等あらゆる作品に触れていきます。 

まずは楽譜を読み込み、そこにはどのような世界が展開されているのか、作曲家が求めた音を一人一人が考察しながら、演奏

に繋げていきたいと思います。  

【到達目標】 

様々な実習を通して、初めて接する作品にも臆することのないように、また各自が意欲的に楽譜を読み込み、そこで得られた

解釈を演奏に活かせるようにしていけたらと思います。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

3 年生のピアノ、作曲、指揮専攻で KBS 未習者 

【授業の形式】 

【対面】 演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.クラス分け試験 

2.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

3.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

4.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

5.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

6.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

7.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

8.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

9.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

10.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

11.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

12.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

13.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で出された課題等を復習すること。(目安 30 分) 

 

【授業展開と内容-後期】 

1.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

2.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

3.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

4.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

5.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

6.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

7.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

8.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

9.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

10.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

11.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 
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12.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

13.初見、数字付き和声、移調奏、分析、スコアリーディング、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、その他 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で出された課題等を復習すること。(目安 30 分) 

【オフィスアワー】 

授業後、ソルフェージュ研究室 

または、yamaguchi-kyoko@pl.tohomusic.ac.jp  まで 

【教材】 

プリント等適宜配布 

 

783 KBS B-Ⅰ-b 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業では下記の事を大きな柱とし、キーボードでの実習を通して「ピアノ奏者にとって自然な指の形」を習得してきます。 

（1）初見奏。 

（2）バロック～古典期の作品を教材として、様々なカデンツの形及び数字付き和声を学ぶ。 

（3）伴奏付けや即興を楽しむ。 

（4）連弾や 2 台ピアノによるアンサンブル。 

【到達目標】 

（1）調性と指の形が自然と一致するようになる。 

（2）楽譜から様式を読み取り、それが演奏に反映されるようになる。 

（3）アンサンブルを通し、自分の音、そして他者の音に耳を傾ける習慣を付ける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

3 年生のピアノ、作曲（創作芸術）、指揮専攻で KBS 未習者。 

【授業の形式】 

【対面】演習。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.クラス分け試験 

2.オリエンテーション 

3.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

4.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

5.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

6.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

7.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

8.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

9.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

10.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 



 173 

11.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

12.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

13.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

3.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

4.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

5.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

6.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

7.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

8.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

9.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

10.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

11.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

12.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

13.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

特に設けないが、事前に申し出ること。 

t-moriyama@tohomusic.ac.jp 

 

784 KBS B-Ⅰ-c 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

数字付き和声、カデンツ、初見奏、連弾等アンサンブル等を通して、ピアノでソルフェージュを行います。 

【到達目標】 

自分の弱点を発見し、和声感、様式感、読譜力、初見力を高める事を目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学３年生のピアノ、作曲（創作芸術）、指揮専攻で KBS 未習者。 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業に対する積極性を期待します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.クラス分け試験 

2.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル１ 

3.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ
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ル２ 

4.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル３ 

5.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル４ 

6.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル５ 

7.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル６ 

8.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル７ 

9.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル８ 

10.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル９ 

11.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル 10 

12.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル 11 

13.数字付き和声、スコアリーディング、初見奏、アンサンブ

ル 12 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

必ず復習をして下さい。宿題を課すことがあります。 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期授業のオリエンテーション、および前期の復習 

2.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調 1 

3.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調２ 

4.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調３ 

5.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調４ 

6.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調５ 

7.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調６ 

8.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調７ 

9.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調８ 

10.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調９ 

11.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調 10 

12.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調 11 

13.数字付き和声、初見奏、スコアリーディング、コードネー

ム、カデンツの移調 12 

14.1 年の授業で学んだことを確認 

【事前・事後学習-後期】 

必ず復習をして下さい。 

【オフィスアワー】 

月曜日昼休み、火曜日 2 時半から 3 時、金曜日昼休みまたは 4 時以降 

【教材】 

授業時に指示、または配布する。 

 

785 KBS B-Ⅰ-d 

担当教員 伊倉 由紀子 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 
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鍵盤にまつわる様々なソルフェージュ実習を、２年間にわたり行います。 

今年度は「初見奏」「移調奏」「鍵盤和声」「伴奏付け」を主軸とします。まずはピアノと戯れる気持ちで、新しいことにも積極的

にチャレンジして下さい。 

【到達目標】 

和声記号、コードを速やかに判断して指先に反映させる。 

一定の初見奏レヴェルに到達する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

３年生のピアノ、作曲（創作芸術）、指揮専攻で KBS 未習者。 

【授業の形式】 

【対面】 実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.クラス分け試験 

2.授業ガイダンスと導入 

3.初見奏、平易な曲の移調奏 

4.初見奏、平易な曲の移調奏 

5.初見奏、平易な曲の移調奏 

6.初見奏、平易な曲の移調奏 

7.初見奏、初見アンサンブル、鍵盤和声（和声記号と戯れ

る） 

8.初見奏、初見アンサンブル、鍵盤和声（和声記号と戯れ

る） 

9.初見奏、初見アンサンブル、鍵盤和声（和声記号と戯れ

る） 

10.初見奏、初見アンサンブル、鍵盤和声（和声記号と戯れ

る） 

11.初見アンサンブル、鍵盤和声を基にした即興（旋律を紡

ぎ出す） 

12.初見アンサンブル、鍵盤和声を基にした即興（旋律を紡

ぎ出す） 

13.初見アンサンブル、鍵盤和声を基にした即興（旋律を紡

ぎ出す） 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

各テーマの内容を把握した後に、不得手に感じたものを練習しておく。 

日頃から、楽譜を眺める。（目安 30 分-60 分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期内容の復習 

2.初見奏、聴奏、鍵盤和声（コードネームによる） 

3.初見奏、聴奏、鍵盤和声（コードネームによる） 

4.初見奏、移調奏、鍵盤和声（コードネームによる） 

5.初見奏、移調奏、鍵盤和声（コードネームによる） 

6.初見奏、初見アンサンブル、転調を含む鍵盤和声（和声

記号による） 

7.初見奏、初見アンサンブル、転調を含む鍵盤和声（和声

記号による） 

8.初見奏、初見アンサンブル、転調を含む鍵盤和声（和声

記号による） 

9.初見奏、初見アンサンブル、転調を含む鍵盤和声（和声

記号による） 

10.初見奏、初見アンサンブル、伴奏付け（伴奏形、バスラ

イン、調性および和音進行を判断する） 

11.初見奏、初見アンサンブル、伴奏付け（伴奏形、バスラ

イン、調性および和音進行を判断する） 

12.初見奏、初見アンサンブル、伴奏付け（伴奏形、バスラ

イン、調性および和音進行を判断する） 

13.初見奏、初見アンサンブル、伴奏付け（伴奏形、バスラ

イン、調性および和音進行を判断する） 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

各テーマの内容を把握した後に、不得手に感じたものを練習しておく。 
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日頃から、楽譜を眺める。（目安 30 分-60 分程度） 

【オフィスアワー】 

火曜日 11:50-12:20  ソルフェージュ研究室 

【教材】 

主に授業内プリント配布 

 

786 KBS B-Ⅱ-a 

担当教員 森 円花 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年～ 

 

【授業の概要】 

ピアノを使用したソルフェージュ。様々な編成・スタイルの音楽作品を教材とし、学びを深める。 

【到達目標】 

昨年の学習内容を基礎とし、さらなる応用力を身に付ける。特に初見力の向上を目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-a の単位を取得した者。 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.ピアノを使用したソルフェージュ（伴奏付け、スコアリーデ

ィング、即興演奏、移調、アンサンブルなど）、初見試奏 

3.第 3 回～第 14 回 同上 

【事前・事後学習-前期】 

復習 

【授業展開と内容-後期】 

1.ピアノを使用したソルフェージュ（伴奏付け、スコアリーデ

ィング、即興演奏、移調、アンサンブルなど）、初見試奏 

2.第 2 回～第 14 回 同上 

【事前・事後学習-後期】 

復習 

【オフィスアワー】 

月曜日 4 限後 調布ソルフェージュ研究室 
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787 KBS B-Ⅱ-b 

担当教員 鈴木 しのぶ 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年～ 

 

【授業の概要】 

昨年度に続きピアノ初見奏を中心に学ぶ。昨年度は数字付き和声や伴奏付けなどがあまりできなかったので、今年度は積極

的に取り上げたい。また、いろいろな様式の作品を取り上げて、作品に相応しいスタイルで演奏できるようにしたい。 

【到達目標】 

ある作品の楽譜を見たときに、どのように演奏すべきなのか、的確なイメージを持って表現できるようになることを目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-b の単位を取得した者 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

2.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

3.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

4.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

5.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

6.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

7.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

8.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

9.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

10.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

11.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

12.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

13.前期まとめ 

14.前期振り返り（この回のみ遠隔授業の予定） 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った内容を参考にして各自復習を行うこと。（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

2.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

3.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

4.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

5.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 
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6.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

7.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

8.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

9.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

10.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

11.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

12.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

13.初見、数字付き和声、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、アンサンブル、他 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った内容を参考にして各自復習を行うこと。（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

月曜 4 限後 調布ソルフェージュ研究室 

【教材】 

適宜配布 

 

788 KBS B-Ⅱ-c 

担当教員 鷹羽 弘晃 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年～ 

 

【授業の概要】 

ピアノの演奏を通して、音楽がより身近なものとなるために、さまざまな「ピアノ力」を学びます。 

【到達目標】 

自分で感じた音楽をピアノを使って表現できるように常に取り組む姿勢を身につけること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度、KBS B-Ⅰ-c の単位を取得した者。 

【授業の形式】 

【対面】実習 

 

 

 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.前期 

・キーボードハーモニー（コードネームや通奏低音にも触れ

ていきたい）・移調の練習・旋律の伴奏付け・即興・初見・ス

コアリーディングなどを学生の進度に合わせて実習を行う・

各回の内容は進度による。 

2.実習 
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3.実習 

4.実習 

5.実習 

6.実習 

7.実習 

8.実習 

9.実習 

10.実習 

11.実習 

12.実習 

13.前期の学習内容をつかった発表 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.後期 

・キーボードハーモニー（コードネームや通奏低音にも触れ

ていきたい）・移調の練習・旋律の伴奏付け・即興・初見・ス

コアリーディングなどを学生の進度に合わせて実習を行う・

各回の内容は進度による。 

2.実習 

3.実習 

4.実習 

5.実習 

6.実習 

7.実習 

8.実習 

9.実習 

10.実習 

11.実習 

12.実習 

13.後期の学習内容をつかった発表 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【オフィスアワー】 

調布ソルフェージュ研究室月 4 限前から 5 限後まで 

【教材】 

昨年度使用したテキストの他、資料をプリントや PDF 等で配付して使用します。 

 

789 KBS B-Ⅱ-d 

担当教員 清水 篤 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年～ 

 

【授業の概要】 

昨年度は様々な課題を通じて、各自の得意分野／苦手なことを再認識できたことと思います。今年はそれを元にピアノで表現

できる幅を更に増やしていくため、多くの実作品や課題に挑戦していきます。 

また、去年の続きの連作や、もう少し長い作品にもチャレンジする予定です。もちろん、扱う楽譜に応じて実際的な技術や知識

についても学習していきます。 

年度末に卒試・卒業を控えた皆さんにとっての、ソルフェージュやピアノの４年間の研鑽の成果、また、今後の音楽活動の中

での目標を、この授業を通して何か見つけられたら、と思います。 

【到達目標】 

・ピアニストに求められる基礎的な技術や知識を強固なものにすること 

・応用的な、実際的なテクニックを着実に自分のものにしていくこと 
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・各自の音楽的なセールスポイントを自覚し、更に伸ばしていくこと 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-d の単位を取得した者 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績は試験のみによらず、出席、各自の取り組みなども考慮し多角的・総合的に勘案する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.昨年度までの学習の確認① 

（初見、移調、アンサンブル、数字付きバス、旋律への伴奏

づけ、即興、スコアリーディングなど） 

2.独奏曲の初見の強化① 

※1 回目の欄に載せた各項目をローテーションで毎回行う

ことと並行して、◯◯回の項目に特に重点をおきます 

3.独奏曲の初見の強化② 

4.独奏曲の初見の強化③ 

5.２台ピアノ・連弾の強化① 

6.２台ピアノ・連弾の強化② 

7.２台ピアノ・連弾の強化③ 

8.移調奏の強化① 

9.移調奏の強化② 

10.移調奏の強化③ 

11.数字付きバスの強化① 

12.数字付きバスの強化② 

13.数字付きバスの強化③ 

14.【遠隔】前期の振り返り・反省 

【事前・事後学習-前期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回までに疑問点を整理しておくこと。(目安 30 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.旋律の伴奏づけ強化① 

2.旋律の伴奏づけ強化② 

3.旋律の伴奏づけ強化③ 

4.即興演奏の強化① 

5.即興演奏の強化② 

6.即興演奏の強化③ 

7.スコアリーディング、クレ移動ありの弾き歌いの強化① 

8.スコアリーディング、クレ移動ありの弾き歌いの強化② 

9.スコアリーディング、クレ移動ありの弾き歌いの強化③ 

10.これまでの学習の総括① 

11.これまでの学習の総括② 

12.これまでの学習の総括③ 

13.試験 

14.１年間の振り返り・反省と今後の目標 

【事前・事後学習-後期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回までに疑問点を整理しておくこと。(目安 30 分) 

【オフィスアワー】 

授業後ソルフェージュ研究室、もしくはメール（shimizu-atsushi@pl.tohomusic.ac.jp）まで 

【教材】 

毎年 KBS の２年目は F.Schubert の歌曲集『冬の旅』を移調の教材にすることが多いです。 

特に必須ではありませんが、見たり聴いたりの予習は歓迎します。その際、楽譜の版（出版元等）は任意で構いません。 
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781 KBS B-Ⅱ-e 

担当教員 田口 真理子 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

【授業の概要】 

前年度に引き続き、スキルアップを目指します。初見でも、音量や質感、表現につながるアプローチを意識する一年を目指し

ます。 

【到達目標】 

本年度は、音を出してから考えて弾き直しをすることをなるべく少なくしていきます。毎回手応えを感じることを目標にします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

前年度 KBS B-Ⅰ-e の単位を取得した者 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.前年度の反省 

2.数字付き和声（7 の和音〜 

3.初見 

4.連弾（主に 2 台ピアノ） 

5.コードネーム 

6.伴奏つけ 

7.移調 

8.簡単なアレンジ 

9.簡単な即興 

10.2 から 9 を、色々やっていきます 

11.2 から 9 を、色々やっていきます 

12.2 から 9 を、色々やっていきます 

13.テスト 

14.【遠隔】前期の反省（双方向の予定です） 

【事前・事後学習-前期】 

宿題になる場合は、復習を兼ねています。20〜30 分程度 

数字付き和声の配布プリントは、毎回忘れず持参してください。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期 2 から 10 を、引き続き色々やっていきます 

2.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

3.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

4.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

5.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

6.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

7.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

8.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

9.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

10.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

11.前期 2 から 9 を、引き続き色々やっていきます 

12.多重録音を使って、全員で曲を作っていきます 

13.多重録音を使って、全員で曲を作っていきます 

14.2 年間のまとめ、テスト 

【事前・事後学習-後期】 

宿題になる場合は、復習を兼ねています。20〜30 分程度 

数字付き和声の配布プリントは、毎回忘れず持参してください。 

【オフィスアワー】 
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月曜 4 限後（〜17 時）、火曜 4 限後（〜17 時）、調布にて。 

【教材】 

適宜配布します。 

 

791 SPⅢa 

担当教員 中村 理奈子 講師 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

これまでの勉強を土台に、なるべくたくさんの、色々な種類の課題をこなすことで、より実力をつけていきます。 

【到達目標】 

1年の授業を通して、各自の実力や自信がついたと実感、または体感できるようにする。それぞれの実技に反映できるようにす

る。SP4 レベルに到達できることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年 A コース生で SPⅢa を指定された者 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.①授業の組み立てのため、書き取りの提出テストを実施

します。 

②リズムアンサンブル及びリズム読み 

③視唱 

2.基本的に以下の４種類を組み合わせて授業をおこないま

す。 

①聴音 

②リズム（アンサンブルを含む） 

③視唱（クレ読みを含む） 

④移調奏、暗譜奏 

 

3.同上 

4.同上 

5.同上 

6.同上 

7.同上 

8.同上 

9.同上 

10.同上 

11.同上 

12.授業と試験① 

13.授業と試験② 

14.オリンピックに備えて、遠隔授業にします。 

配信型授業を予定します。 

 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.基本的に以下の４種類を組み合わせて授業をおこないま す。 
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①聴音 

②リズム（アンサンブルを含む） 

③視唱（クレ読みを含む） 

④暗譜奏 

2.同上 

3.同上 

4.同上 

5.同上 

6.同上 

7.同上 

8.同上 

9.同上 

10.同上 

11.同上 

12.同上 

13.授業及び試験③ 

14.授業及び試験④ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【オフィスアワー】 

火曜日：昼休み 調布ソルフェージュ 研究室 

または、メール 

必ず学校から配布されている gmail アドレスで送信すること 

nakamura.rinako@g.tohomusic.ac.jp 

 

792 SPⅢb 

担当教員 森 円花 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

聴音、視唱などの基礎的なスキルの向上、また応用力を身に付ける。 

【到達目標】 

SPⅣへのグレードアップを目標とする 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅢを指定された者 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション、小テスト 

2.聴音、視唱（ハ音記号含む）、初見など 

3.第 3 回～第 14 回 同上 

【事前・事後学習-前期】 

原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【授業展開と内容-後期】 



 184 

1.聴音、視唱（ハ音記号含む）、初見など 2.第 2 回～第 14 回  同上 

【事前・事後学習-後期】 

原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【オフィスアワー】 

月曜 4 限後 調布ソルフェージュ研究室 

 

793 SPⅢc 

担当教員 田中 やよい 講師 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

今までに積み重ねてきたソルフェージュの基礎的な能力を向上させ、実際の音楽表現につなげていけるようにする。 

聴音、視唱、リズムなど、基礎的な訓練を中心とし、専攻楽器による初見、アンサンブルなども行う。 

【到達目標】 

ソルフェージュの基礎的な能力の向上。SPIV レベルへの到達を目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で、SPⅢを指定された者。 

【授業の形式】 

【対面】実習を中心とする 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション。今後の授業についての話し合い。 

聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

2.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

3.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

4.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

5.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

6.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

7.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

8.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

9.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

10.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

11.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

12.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

13.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

14.前期のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で与えられた課題に取り組むこと。（目安３０分〜６０分） 

 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習。 

2.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

3.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

4.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

5.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

6.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 
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7.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

8.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

9.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

10.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

11.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

12.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

13.聴音、視唱、リズム、初見、アンサンブル、その他。 

14.一年間のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で与えられた課題に取り組むこと。（目安３０分〜６０分） 

【オフィスアワー】 

授業日の火曜日（11:50-12:15）と金曜日（11:50-12:40） 調布キャンパス、ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリントを配布。筆記用具と五線ノートを持参すること。 

 

794 SPⅢd 

担当教員 清水 篤 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

これまでに身に付けてきたソルフェージュ的な力をさらにレベルアップし、それぞれの能力を 統合・発展させる。 

また、次のステップへの準備として、音楽の様々なスタイルに理解を深めること、各人の調性感を確立する助けになることを目

標とする。 

授業は項目別に数回ずつ重点を置いて進めるが、人数や進捗状況によって多少の増減はあり得る。S.M.H の基礎的な訓練

も欠かさず行う予定。 

【到達目標】 

・基礎的なソルフェージュの力をより確実なものにする 

・調性感、様式感を着実に養う 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学２年生以上で SPⅢを指定された者 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

各単元毎に簡単なチェック(小テスト)を行い、その項目の達成度をはかる。 

成績はその累積と出席等によって総合的に判断する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.現段階での各人の能力の検証① 

2.現段階での各人の能力の検証② 

3.リズム① 

基礎的なリズムの確認、及びその細分化・フレーズ感の確

立をめざす 

4.リズム② 
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5.リズム③ 

6.リズム④ 

7.ハーモニー① 

様々な時代・スタイルの楽曲に触れ、調性感、また和声に

即した音程感を追求する 

8.ハーモニー② 

9.ハーモニー③ 

10.ハーモニー④ 

11.ポリフォニー① 

二声・三声、それ以上による対位法的な課題や楽曲への

取り組み 

12.ポリフォニー② 

13.ポリフォニー③ 

14.【遠隔】※状況により 

ポリフォニー④ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回行う課題で、思うように出来なかった場合は各自で復習(ピアノで弾いてみる等)してみることを勧める  (20〜30 分程度) 

【授業展開と内容-後期】 

1.より高度なリズム、ハーモニーへの応用① 

前期の学習を経験して、より難しい課題／楽曲に挑戦する 

2.より高度なリズム、ハーモニーへの応用② 

3.より高度なリズム、ハーモニーへの応用③ 

4.より高度なリズム、ハーモニーへの応用④ 

5.簡易な聴音分析の試み① 

初めて聴く曲をどう捉えるか。採譜し、メモを取りながら自分

なりの聴き方、を確立していく 

6.簡易な聴音分析の試み② 

7.簡易な聴音分析の試み③ 

8.簡易な聴音分析の試み④ 

9.視唱、初見およびアンサンブル① 

課題や実作品を用いて、ソルフェージュ学習への反映のあ

り方を考える 

10.視唱、初見およびアンサンブル② 

11.視唱、初見およびアンサンブル③ 

12.発展的ソルフェージュ① 

弾き歌いやコード付け等、更に発展的なソルフェージュを

通して今までの学習成果の応用を試みる 

13.発展的ソルフェージュ② 

14.１年間の振り返り・反省、今後の目標や学習計画 

【事前・事後学習-後期】 

毎回行う課題で、思うように出来なかった場合は各自で復習(ピアノで弾いてみる等)してみることを勧める  (20〜30 分程度) 

【オフィスアワー】 

授業後ソルフェージュ研究室、またはメール（shimizu-atsushi@pl.tohomusic.ac.jp）まで 

【教材】 

プリント・譜例など、授業時にその都度配布する。 

 

795 SPⅢe 

担当教員 安西 房代 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

基礎的なソルフェージュ力向上のための訓練に加え、より応用的な読譜力の育成を目的とする。 

うたうこと、リズムを叩くことなど、身体を使った音楽表現に重点を置きつつ、書き取る事で確認しながら進めていく。 

またアンサンブルを通して立体的に聴き取る力、表現力を養う。 

【到達目標】 

SPⅢのレベルに合わせた到達度テストの合格を目指す 。 



 187 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅢを指定された者。 

【授業の形式】 

演習 原則対面で行います 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.これまでのソルフェージュ能力の確認と授業の展望につ

いて 

2.第 2 回～第 11 回 複雑な転調を含むト音記号・ヘ音記

号の視唱 Cle 読みの訓練  

リズム感の育成、和音の響き、音程感育成などに重きを置

いた実習 

 

12.前期試験 

13.前期試験 

14.遠隔授業 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の学習内容の復習と確認 

2.第 2 回～第 12 回 更に高度なハ音記号視唱（合唱）より

高度なディクテーション・より複雑な転調を含むハーモニー 

13.後期試験 

14.後期試験 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

火曜日 昼休み 3 限後 仙川教員室 

金曜日 昼休み 3 限後 調布ソルフェージュ研究室 

 

796 SPⅢf 

担当教員 築田 佳奈 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

これまでに培ってきたソルフェージュ能力のさらなる向上を目指します。 

基本的な課題に加え、発展的な課題にもどんどんチャレンジします。 

【到達目標】 

SPⅣレベルへの到達を目指しながら、それぞれが自分の中で少しでも力がついたと実感できることを目標とします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

２年生以上で SPⅢを指定された者。 
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【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.第２回〜第４回 皆さんの能力を確認しつつ進めます。 

5.第５回〜第１２回 基本的な聴音課題、視唱、アンサンブ

ル、伴奏づけ、移調奏など 

13.ミニテスト 

14.前期のまとめ 【遠隔】授業予定 

【事前・事後学習-前期】 

与えられた課題を実施してくること。（目安３０〜６０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習と後期の学習方法について 

2.第２回〜第１２回  発展的な聴音課題、アンサンブル、

視唱、移調奏、簡単な即興演奏と創作など 

13.試験 

14.１年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

与えられた課題を実施してくること。（目安３０〜６０分） 

【オフィスアワー】 

金曜日 お昼休み ソルフェージュ研究室（調布） 

【教材】 

プリントなど適宜配布 

 

797 SPⅣa 

担当教員 岡島 礼 講師 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

これまでのソルフェージュ学習で培った能力を充実させ、さらなる向上を目指す。ソルフェージュをどのように活用して作品に

アプローチすればよいのか、その方法を考えながら授業を進めていく。 

【到達目標】 

幅広い視点で音楽をとらえ、音楽的な内容を的確に読み取る力を養う。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年 A コース生で SPⅣa を指定された者。 

 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 
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○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

3.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

4.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

5.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

6.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

7.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

8.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

9.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

10.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

11.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

12.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

13.聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディング、アン

サンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

様々なスタイルの作品や教材を用いながら展開していく。 

14.【遠隔】(この回のみ【遠隔】で授業を行う)  同時双方向

型、及び非同時型 

学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期に準ずる 

2.前期に準ずる 

3.前期に準ずる 

4.前期に準ずる 

5.前期に準ずる 

6.前期に準ずる 

7.前期に準ずる 

8.前期に準ずる 

9.前期に準ずる 

10.前期に準ずる 

11.前期に準ずる 

12.前期に準ずる 

13.前期に準ずる 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

火曜日 調布ソルフェージュ研究室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリント等適宜配布 



 190 

798 SPⅣb 

担当教員 伊倉 由紀子 講師 曜日時限 火 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

これまでに培ったソルフェージュの力をより発展、向上させましょう。多様なスタイルの楽曲を題材に、書取り、視唱、リズム奏な

どの実習を行います。後期には少しずつ「弾き歌い」課題に取り組む予定です。ソルフェージュを通じて音楽の捉え方や視野

が広がることを期待します。 

視唱の分量や方法は、感染対策を鑑みた上で随時判断します。 

【到達目標】 

SPⅣを修了する。または、SHM それぞれにおいて、向上したと実感できること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

１年 B コース生で SPⅣb を指定された者 

【授業の形式】 

【対面】 実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業ガイダンス、導入課題 

2.各々の力を鑑みた上での書取り。 

視唱、リズム奏 

3.各々の力を鑑みた上での書取り。 

視唱、リズム奏 

4.各々の力を鑑みた上での書取り。 

視唱、リズム奏 

5.クレ読み、クレ視唱を中心に。 

また、発展的な書取り課題。 

6.クレ読み、クレ視唱を中心に。 

また、発展的な書取り課題。 

7.クレ読み、クレ視唱を中心に。 

また、発展的な書取り課題。 

8.クレ読み、クレ視唱を中心に。 

また、発展的な書取り課題。 

9.リズムや拍子感覚のトレーニングを中心に。 

また、音源によるピアノ以外の楽器の書取り。 

10.リズムや拍子感覚のトレーニングを中心に。 

また、音源によるピアノ以外の楽器の書取り。 

11.リズムや拍子感覚のトレーニングを中心に。 

また、音源によるピアノ以外の楽器の書取り。 

12.総合的課題（書取り、視唱、リズム） 

13.総合的課題（書取り、視唱、リズム） 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

クレの交換読譜に慣れるため、練習すること。また、聴音課題の Before-After をピアノで試奏することを勧めます。（目安 30 分

程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期内容の復習 

2.移調視唱、記憶トレーニングを中心に。 

および、発展的な書取り課題 

3.移調視唱、記憶トレーニングを中心に。 

および、発展的な書取り課題 

4.移調視唱、記憶トレーニングを中心に。 
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および、発展的な書取り課題 

5.平易な弾き歌いを中心に。 

および書取り、リズムアンサンブル等 

6.平易な弾き歌いを中心に。 

および書取り、リズムアンサンブル等 

7.平易な弾き歌いを中心に。 

および書取り、リズムアンサンブル等 

8.交換クレを含む弾き歌いを中心に。 

および書取り、リズムアンサンブル等 

9.交換クレを含む弾き歌いを中心に。 

および書取り、移調楽器についての実習 

10.交換クレを含む弾き歌いを中心に。 

および書取り、移調楽器についての実習 

11.交換クレを含む弾き歌いを中心に。 

および書取り、移調楽器についての実習 

12.総合的課題（書取り、弾き歌い、リズムなど） 

13.総合的課題（書取り、弾き歌い、リズムなど） 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

弾き歌いの練習。また前期と同様に、聴音課題を事後にピアノで弾いてみること。特に多声部課題。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

火曜日 11:50-12:20 ソルフェージュ研究室 

【教材】 

主に授業内でプリント配布 

 

799 SPⅣc 

担当教員 塚田 眞理 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

これまでに培ってきたソルフェージュ力をさらに向上、発展させていきます。様々な時代・様式の楽曲に出来るだけ触れながら、

音感・読譜力・表現力をバランスよく養っていくことで、音楽を感動とともに多角的立体的に捉えられるようになるでしょう。それ

ぞれが何かを掴み、実際の演奏に繫げて欲しいと思います。受講生の顔ぶれによっては、授業展開と内容が前後したり変わ

ることもありますが、皆さんの希望も取り入れながら最終的に決めていきます。 

【到達目標】 

・SPⅣレベルの課題に対応出来るようになる 

・ハ音記号、移調楽器などいろいろな編成の楽譜を正確に読み取る 

・聴く力、初見力、分析力を上げる 

・調性感、和声感、フレーズ感、リズム感を最大限に活かして音楽を構築する 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅣを指定された者。 

【授業の形式】 

【対面】 演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンスと個々の能力の確認 

2.基本的な聴音課題とリズム練習、歌曲や合唱曲を用いた

演習 

3.基本的な聴音課題とリズム練習、歌曲や合唱曲を用いた

演習 

4.基本的な聴音課題とリズム練習、歌曲や合唱曲を用いた

演習 

5.基本的な聴音課題とリズム練習、歌曲や合唱曲を用いた

演習 

6.発展的な聴音課題、リズムアンサンブル、ハ音記号によ

る読譜と演習 

7.発展的な聴音課題、リズムアンサンブル、ハ音記号によ

る読譜と演習 

8.発展的な聴音課題、リズムアンサンブル、ハ音記号によ

る読譜と演習 

9.発展的な聴音課題、リズムアンサンブル、ハ音記号によ

る読譜と演習 

10.いろいろなスタイルの課題、簡単な創作・即興による発

表、ハ音記号と移調楽器と様々な編成による読譜と演習 

11.いろいろなスタイルの課題、簡単な創作・即興による発

表、ハ音記号と移調楽器と様々な編成による読譜と演習 

12.いろいろなスタイルの課題、簡単な創作・即興による発

表、ハ音記号と移調楽器と様々な編成による読譜と演習 

13.いろいろなスタイルの課題、簡単な創作・即興による発

表、ハ音記号と移調楽器と様々な編成による読譜と演習 

14.前期の学習内容のまとめ、または小テスト 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習と後期の学習方法について 

2.前期に準ずる 

3.前期に準ずる 

4.前期に準ずる 

5.前期に準ずる 

6.前期に準ずる 

7.前期に準ずる 

8.前期に準ずる 

9.前期に準ずる 

10.前期に準ずる 

11.前期に準ずる 

12.前期に準ずる 

13.前期に準ずる 

14.一年間の学習内容のまとめ、試験 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【オフィスアワー】 

月曜日 昼休み又は 4 限後 調布教員室 

【教材】 

プリント配布 

 

800 SPⅣd 

担当教員 五十嵐 琴未 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

ソルフェージュ力をより発展させ、音楽活動に生かせるような応用力を身につけることを目的とする。 

様々な目線から楽譜を読み、音を想像する力を身につけるための勉強を行う。 
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【到達目標】 

SPⅣレベルに合わせた到達度テストの合格を目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅣを指定された者 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.現時点でのソルフェージュ力の確認 

2.書取り、初見奏等 

3.書取り、初見奏等 

4.書取り、初見奏等 

5.書取り、初見奏等 

6.書取り、初見奏等 

7.書取り、リズム読み、クレ読み等 

8.書取り、リズム読み、クレ読み等 

9.書取り、リズム読み、クレ読み等 

10.書取り、リズム読み、クレ読み等 

11.書取り、リズム読み、クレ読み等 

12.前期試験と復習 

13.今後の課題とまとめ 

14.今後の課題とまとめ 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の状況を踏まえ、今後の授業展開について考える 

2.より発展的な書取り、移調楽器、移調奏等 

3.より発展的な書取り、移調楽器、移調奏等 

4.より発展的な書取り、移調楽器、移調奏等 

5.より発展的な書取り、移調楽器、移調奏等 

6.より発展的な書取り、移調楽器、移調奏等 

7.より発展的な書取り、移調楽器、移調奏等 

8.より発展的な書取り、弾き歌い等 

9.より発展的な書取り、弾き歌い等 

10.より発展的な書取り、弾き歌い等 

11.より発展的な書取り、弾き歌い等 

12.より発展的な書取り、弾き歌い等 

13.後期試験と復習 

14.今後の課題と後期のまとめ 

【オフィスアワー】 

月曜日 3 限前後、ソルフェージュ研究室 

 

801 SPⅣe 

担当教員 法倉 雅紀 教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

さらに高度なソルフェージュ能力の体得を目指す。 

【到達目標】 

高度なソルフェージュ能力 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅣを指定された者 
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【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.旋律聴音、和声聴音と新曲視唱（クレ読みや弾き語りも

含む）の実施〜１3 回まで 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

聴音の見直しや視唱の復習を欠かさないこと。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.旋律聴音、和声聴音と新曲視唱（クレ読みや弾き語りも

含む）の実施〜１3 回まで 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

前期と同じ（目安 30 分）。 

【オフィスアワー】 

水曜日５限以降 

 

802 SPⅣf 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

オーソドックスなハーモニー聴音、メロディ聴音、クレ読み、リズム唱、リズム奏を中心に音楽力アップを目指します。 

【到達目標】 

自分の弱点(和声感、初見力、読譜力等）を発見し、少しでも実力を向上させること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

２年生以上で、ＳＰⅣを指定された者。 

【授業の形式】 

【対面】 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.実力判定 

2.ハーモニー聴音、メロディ聴音、ハ音記号(ソプラノ、アル

ト、テノール記号）の視唱１ 

3.ハーモニー聴音、メロディ聴音、ハ音記号(ソプラノ、アル

ト、テノール記号）の視唱２ 

4.ハーモニー聴音、メロディ聴音、ハ音記号(ソプラノ、アル

ト、テノール記号）の視唱３ 

5.ハーモニー聴音、メロディ聴音、ハ音記号(ソプラノ、アル
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ト、テノール記号）の視唱４ 

6.ハーモニー聴音、メロディ聴音、ハ音記号(ソプラノ、アル

ト、テノール記号）の視唱５ 

7.ハーモニー聴音、メロディ聴音、ハ音記号(ソプラノ、アル

ト、テノール記号）の視唱６ 

8.ハーモニー聴音、メロディ聴音、クレ（ソプラノ、アルト、テ

ノール、メゾソプラノ、バリトン記号）の視唱１ 

9.ハーモニー聴音、メロディ聴音、クレ（ソプラノ、アルト、テ

ノール、メゾソプラノ、バリトン記号）の視唱２ 

10.ハーモニー聴音、メロディ聴音、クレ（ソプラノ、アルト、

テノール、メゾソプラノ、バリトン記号）の視唱３ 

11.ハーモニー聴音、メロディ聴音、クレ（ソプラノ、アルト、

テノール、メゾソプラノ、バリトン記号）の視唱４ 

12.ハーモニー聴音、メロディ聴音、クレ（ソプラノ、アルト、

テノール、メゾソプラノ、バリトン記号）の視唱５ 

13.ハーモニー聴音、メロディ聴音、クレ（ソプラノ、アルト、

テノール、メゾソプラノ、バリトン記号）の視唱６ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で学んだことを必ず復習して下さい。宿題を出すときがあります。 

【授業展開と内容-後期】 

1.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、弾き歌い、

すべてのクレを含む視唱、リズム練習１ 

2.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、弾き歌い、

すべてのクレを含む視唱、リズム練習２ 

3.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、弾き歌い、

すべてのクレを含む視唱、リズム練習３ 

4.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、弾き歌い、

すべてのクレを含む視唱、リズム練習４ 

5.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、弾き歌い、

すべてのクレを含む視唱、リズム練習５ 

6.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、弾き歌い、

すべてのクレを含む視唱、リズム練習６ 

7.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、弾き歌い、

すべてのクレを含む視唱、リズム練習７ 

8.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、実作品の音

源を用いた聴音、弾き歌い、すべてのクレを含む視唱、リズ

ム練習１ 

9.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、実作品の音

源を用いた聴音、弾き歌い、すべてのクレを含む視唱、リズ

ム練習２ 

10.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、実作品の

音源を用いた聴音、弾き歌い、すべてのクレを含む視唱、リ

ズム練習３ 

11.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、実作品の

音源を用いた聴音、弾き歌い、すべてのクレを含む視唱、リ

ズム練習４ 

12.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、実作品の

音源を用いた聴音、弾き歌い、すべてのクレを含む視唱、リ

ズム練習５ 

13.発展的な単旋律、二声、三声、四声の聴音、実作品の

音源を用いた聴音、弾き歌い、すべてのクレを含む視唱、リ

ズム練習６ 

14.１年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

必ず復習して下さい。宿題を出すことがあります。 

【オフィスアワー】 

月曜日昼休み、火曜日 14 時 30 分～15 時 00 分、金曜日昼休み、16 時以降（調布ソルフェージュ研究室） 

【教材】 

授業時に指示、または配布します。 
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803 SPⅣg 

担当教員 田口 真理子 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

コードネームを意識したソルフェージュの授業をしていきます。時代は進化し続けていて、もしかしたらクラシックの人々もコー

ドネームを個々の価値観で更に自由に使っていけると、色々と可能性が広がるのかも知れないと思っています。一般的なディ

クテーションを軸に、例えばコードネームを使ってクレ読みで弾き歌いなどもしてみたいと思っています。有意義な時間になれ

ばと思います。 

【到達目標】 

ディクテーションスキルの向上。 勉強している和声理論を大切にしながら、コードネームをある程度理解し、実際に使ってみ

ること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で、SPⅣを指定された者 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.ディクテーション （通常のディクテーションは通年で行い

ます。） 

3.コードの説明（基礎的なこと） 

4.コードで和声聴音を書き取りをする。 和声分析と共に、

違いを把握してみる 

5.弾き歌い（いわゆる通常のもの） 

6.コード譜で弾き歌い （曲想や自分に合ったピアノパート

を考える） 

7.リズムアンサンブル 

8.コードスコアを見ながら音源を聴いて、実際の使われ方

を考える。 （旋法についても少し触れる予定） 

9.移調楽器を含めたディクテーション 

10.アカペラコーラス譜をつくる （歌詞のある短いもの） 

11.その他 （履修する学生の専攻や人数によって、考えま

す） 

12.2 から 11 を、都度やっていきます 

13.前期のテスト 

14.【遠隔】前期の反省（双方向を予定しています） 

【事前・事後学習-前期】 

自宅でピアノなどで音を出して課題を弾いてみたりすることをお勧めします。（10 分でも） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期 2 から 11 を、都度やっていきます 

2.前期 2 から 11 を、都度やっていきます 

3.前期 2 から 11 を、都度やっていきます 

4.前期 2 から 11 を、都度やっていきます 

5.前期 2 から 11 を、都度やっていきます 

6.前期 2 から 11 を、都度やっていきます 

7.前期 2 から 11 を、都度やっていきます 

8.コード譜を意識したアレンジ 

9.コード譜を意識したアレンジ 

10.コード譜を意識したアレンジ 
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11.アレンジ作品の発表 

12.アレンジ作品の発表 

13.前期 2 から 11 を、都度やっていきます 

14.1 年のまとめ、テスト 

【事前・事後学習-後期】 

自宅でピアノなどで音を出して課題を弾いてみたりすることをお勧めします。（10 分でも） 

【オフィスアワー】 

月曜 4 限後（〜17 時）、火曜 4 限後（〜17 時）、調布キャンパス。 

【教材】 

適宜配布の予定。 

 

804 SPⅣh 

担当教員 塩崎 美幸 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

これまで身につけた力を、さらに発展させ高めていくためのトレーニングを行う。 

音楽を、柔軟に多角的に捉えていけるよう、様々な実践を通し、内的聴力の向上につなげたい。 

【到達目標】 

SPⅣのレベルに合わせた到達度テストの合格を目指します。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で、SPⅣを指定された者 

【授業の形式】 

【対面】演習（専攻楽器での演習も考慮する） 

なお、状況により【遠隔授業】となる可能性もあるので、パソコン等の準備はしておいて下さい。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.第 1 回〜第 5 回 実力チェック期間：皆さんの様子を把

握します。 

6.第 6 回〜第 13 回  

聴音(旋律・和声・聴奏・聴唱・piano 以外の楽器によるもの

など)、 

初見(視唱・リズム・弾き歌い・専攻楽器奏・アンサンブルな

ど)、 

移調奏、スコアリーディング、伴奏づけ、簡単な即興演奏、

課題作成など。 

随時、小テスト、レポート提出、発表 etc.行う。 

14.第 14 回  前期のまとめ、到達度チェック 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回〜第 2 回  前期の復習・確認 

3.前期の第 6 回〜第 13 回に準ずる 

14.第 14 回  試験・まとめ 
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【事前・事後学習-後期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

木曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリント適宜配布 

 

805 SPⅣi 

担当教員 井澤 岳野 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

ソルフェージュの基本的な能力を身に付け、今日あらゆる場で行われる音楽現象をなるべく視野に取り入れた授業をしていき

たい。 

ポピュラー音楽や民族音楽など、ジャンルにとらわれず、看取できる耳を育成する。 

【到達目標】 

音感の基礎を身に付けること。実技に生かせる技術を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅣを指定された者。 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○      

【授業展開と内容-前期】 

1.メロディ聴音を重点的に 

2.メロディ聴音を重点的に 

3.メロディ聴音を重点的に 

4.メロディ聴音を重点的に 

5.ハーモニー聴音を重点的に 

6.ハーモニー聴音を重点的に 

7.ハーモニー聴音を重点的に 

8.ハーモニー聴音を重点的に 

9.ソルフェージュを重点的に 

10.ソルフェージュを重点的に 

11.ソルフェージュを重点的に 

12.ソルフェージュを重点的に 

13.ソルフェージュを重点的に 

14.まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。また、基本的な力を身につけるよう努めて下さい。(目安

各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.～14. 実際的な聴音（CD コピーなどを含める） 
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【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。また、実践に向け使えるスキルを身につけるよう励んで

下さい。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

金曜の授業時間前後に時間を確保します。 

 

806 SPⅤa 

担当教員 鈴木 しのぶ 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

視唱系の課題と聴音系の課題を適宜組み合わせて授業を行うが、全体として「聴く」ことを中心課題とする。「聴く」ことが中心

というと聴音中心と思われるかもしれないし、実際、難易度の高い聴音課題に取り組んでもらうつもりではあるが、ここでは視唱

系の課題も含め、「自分の出している音を聴く」ことを意識的に行うような内容を考えている。 

【到達目標】 

演奏時に自分の音を客観的に聴くことができるようになること、あるいは自分の音を客観的に聴く努力をすること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅤを指定された者。 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

2.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

3.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

4.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

5.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

6.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

7.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

8.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

9.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏
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等 

10.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

11.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

12.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

13.前期まとめ 

14.前期復習（この回は遠隔授業を行う予定） 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った内容や苦手だったこと等を復習すること。聴音で間違えた箇所等は、ピアノで弾いたり歌ったりして確認すること。

（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

2.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

3.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

4.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

5.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

6.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

7.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

8.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

9.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

10.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

11.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

12.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

13.・聴音 

・クレ読み、リズムトレーニング、視唱、専攻楽器による視奏

等 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った内容や苦手だったこと等を復習すること。聴音で間違えた箇所等は、ピアノで弾いたり歌ったりして確認すること。

（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

月曜 4 限後 調布ソルフェージュ研究室 

【教材】 

適宜配布 
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807 SPⅤb 

担当教員 清水 篤 講師 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

成熟した音楽家には、楽譜に表された音楽を想像力豊かに感じ、また同時に多角的・分析的な把握ができることが求められる。 

これまでにソルフェージュの授業や訓練を通して学んできたことを、演奏の場でどういう形で活かしていくかを模索する機会と

したい。 

なるべく広い範囲の時代様式を見聴き、検証し、実際に演奏しながら応用への道を探っていく。 

【到達目標】 

・各人のソルフェージュの能力を実際の演奏に、よりよい形で反映させていくこと 

・S・M・H、それぞれの能力を独立したものでなく、統合し、昇華すること 

・調性感、様式感ほか、自分なりの音楽観をより確立していく助けになること 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学２年生以上で、SPⅤを指定された者 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

以下に記載の各単元毎に簡単なチェック(小テスト)を行い、その項目の達成度をはかる。成績はその累積と出席等によって総

合的に判断する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.現段階での個々の能力の確認、および今後の課題・目

標作り 

2.ハーモニーに特化した課題、楽曲を用いた訓練① 

3.ハーモニーに特化した課題、楽曲を用いた訓練② 

4.ハーモニーに特化した課題、楽曲を用いた訓練③ 

5.リズムに特化した課題、楽曲を用いた訓練① 

6.リズムに特化した課題、楽曲を用いた訓練② 

7.リズムに特化した課題、楽曲を用いた訓練③ 

8.簡易な聴音分析の試み① 

9.簡易な聴音分析の試み② 

10.簡易な聴音分析の試み③ 

11.高度なクレ読みや書取り、弾き歌いなど① 

12.高度なクレ読みや書取り、弾き歌いなど② 

13.高度なクレ読みや書取り、弾き歌いなど③ 

14.【遠隔】※状況により 

前期の振り返り・反省 

【事前・事後学習-前期】 

毎回行う課題で、思うように出来なかった場合は各自で復習(ピアノで弾いてみる等)してみることを勧める  (20〜30 分程度) 

【授業展開と内容-後期】 

1.移調、即興やコード付け等、更なる応用への挑戦① 

2.移調、即興やコード付け等、更なる応用への挑戦② 

3.移調、即興やコード付け等、更なる応用への挑戦③ 

4.発展的な聴音分析や要約、課題作成① 

5.発展的な聴音分析や要約、課題作成② 

6.発展的な聴音分析や要約、課題作成③ 
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7.初見アンサンブル① 

8.初見アンサンブル② 

9.初見アンサンブル③ 

10.ソルフェージュ能力の実際の演奏活動への反映① 

11.ソルフェージュ能力の実際の演奏活動への反映② 

12.ソルフェージュ能力の実際の演奏活動への反映③ 

13.１年間の総括、成果発表 

14.後期／１年の振り返り・反省、今後の学習計画や目標作

り 

【事前・事後学習-後期】 

毎回行う課題で、思うように出来なかった場合は各自で復習(ピアノで弾いてみる等)してみることを勧める  (20〜30 分程度) 

【オフィスアワー】 

授業後ソルフェージュ研究室、またはメール（shimizu-atsushi@pl.tohomusic.ac.jp）まで 

【教材】 

プリント・譜例など、授業時にその都度配布する。 

 

808 SPⅤc 

担当教員 築田 佳奈 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

これまでに培ってきたソルフェージュ能力をさらに充実させ、今後皆さんがそれぞれの音楽活動で実践できるよう、様々なジャ

ンルやスタイルの作品に触れながら学習していきます。 

【到達目標】 

授業を通して、それぞれが自分の演奏活動に役立つ何かを１つでも習得すること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

２年生以上で SPV を指定された者。 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.第２回〜第４回  皆さんの能力を確認しつつ進めます。 

5.第５回〜第１２回  基本的な聴音課題、視唱、アンサン

ブル、伴奏づけ、移調奏、簡単な即興演奏など。 

13.ミニテスト 

14.前期のまとめ 【遠隔】授業予定 

【事前・事後学習-前期】 

与えられた課題を実施してくること。（目安３０〜６０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習と後期の学習方法について 

2.第２回〜第１２回  様々なスタイルの課題、視唱、アンサ

ンブル、移調奏、即興演奏および創作発表など。 

13.試験 

14.１年間のまとめ 
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【事前・事後学習-後期】 

与えられた課題を実施してくること。（目安３０〜６０分） 

【オフィスアワー】 

金曜日 お昼休み ソルフェージュ研究室（調布） 

【教材】 

プリントなど適宜配布 

 

810 SPⅥ 

担当教員 伊倉 由紀子 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 様々なソルフェージュの実践は、最終的には「どう表現するのか」という事に行き着くのではないでしょうか。 

ソルフェージュがパターン化された技術にならない様に。楽譜から読み取れること、またそこから想起することをソルフェージュ

を通して探求しましょう。  

この授業を検討する方は既に高度な感覚と積極性を持っていることと思いますが、より一層音楽の引き出しが増えることを願

い、様々なスタイルの音楽による多角的な実習を予定します。具体的な内容は授業展開を参照して下さい。なお視唱の分量

と方法は、感染対策を鑑みた上で随時判断します。 

【到達目標】 

まずは、「引き出し」を増やす。あとは各々の目標設定があれば良いです。 

ex.SPⅥを修了する。 

ex.関心のある実習を掘り下げ、向上させる。体得する。等 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

SPⅥの受講資格がある者 

【授業の形式】 

【対面】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業ガイダンスと概要的課題 

2.個々の力を鑑みた上での実習 

様々な書取り、クレ譜や移調楽器に関する実習 

3.個々の力を鑑みた上での実習 

様々な書取り、クレ譜や移調楽器に関する実習（含アンサ

ンブル） 

4.個々の力を鑑みた上での実習 

様々な書取り、クレ譜や移調楽器に関する実習、初見奏

（含アンサンブル） 

5.書取り（室内楽を中心に）、移調奏、リズムアンサンブル 

6.書取り（室内楽を中心に）、移調奏、リズムアンサンブル 

7.書取り（室内楽を中心に）、移調奏、リズムアンサンブル 

8.書取り（全て学生主体）、楽器による初見奏、聴奏 

9.書取り（全て学生主体）、楽器による初見奏、聴奏 

10.書取り（全て学生主体）、楽器による初見アンサンブル、

聴奏 
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11.スコア視唱と初見、書取り（オーケストラを中心に） 

12.弾き歌い、即興①（調性的アプローチ）、書取り（オーケ

ストラを中心に） 

13.弾き歌い、即興①（調性的アプローチ）、書取り（オーケ

ストラを中心に） 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で取り上げた作曲家について、見聞を広げる。時代性、作風などを意識しておく。（目安 30〜60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期内容の復習 

2.書取り（声楽作品を中心に）、視唱アンサンブル、即興②

（旋法的アプローチ） 

3.書取り（声楽作品を中心に）、視唱アンサンブル、即興②

（旋法的アプローチ） 

4.書取り（多様な編成）、弾き歌い奏、リズムと拍子構造に

ついて 

5.書取り（多様な編成）、リズムアンサンブル、即興③（現代

的アプローチ） 

6. 書取り（近現代を中心に）、弾き歌い奏、即興③（現代的

アプローチ） 

7.書取り（近現代を中心に）、初見奏、スタイル模倣 

8.書取り（近現代を中心に）、初見奏、スタイル模倣 

9.弾き歌い作品の作成、初見アンサンブル 

10.弾き歌い作品の作成、初見アンサンブル 

11.弾き歌い作品の作成、初見アンサンブル 

12.弾き歌い作品の発表、書取り（総合） 

13.書取り（総合）、弾き歌い初見、アンサンブルなど 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で取り上げた作曲家について、見聞を広げる。時代性、作風などを意識しておく。（目安 30〜60 分） 

【オフィスアワー】 

火曜日 11:50-12:20 ソルフェージュ研究室 

【教材】 

主に授業内でプリント配付 

 

811 ﾋﾟｱﾉ伴奏法Ⅰ 

担当教員 古高 晋一 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

歌伴奏の授業です。  

出来るだけ演奏会等に多くエントリーされる曲(歌曲、オペラ、合唱曲等)を紹介し、曲の内容を把握、歌手の方と演奏していく

方法を習得していきます。  

歌の伴奏未経験者、経験者問わずアンサンブルの楽しさを味わっていただければと思います。  

【到達目標】 

実際に歌の伴奏を習得するには年数がかかりますが、1 年で出来るだけ基本を習得していくことが目標です。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

原則としてピアノ専攻 3,4 年生ですが 1,2 年生も可。その他歌伴奏に興味のある方は受講していただいて構いません。声楽

科の方で歌いたい方は大歓迎。再受講も歓迎します。  

授業の中では多少初見で伴奏していただくこともあります。 
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【授業の形式】 

実技中心なので、嘱託演奏員の方の伴奏、声楽科の学生の伴奏等が主体になります。 

基本的にはこちらで楽譜を用意します。立候補して演奏していただけるのが理想ですが、こちらから指名して翌週の授業で演

奏していただく形式で授業をすすめます。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

演奏が主体の授業なので、積極的な参加に対しては高く評価いたします。出席率よりも演奏への積極的参加を成績に反映さ

せたいと考えています。 

年度末に２回自由演奏の時間を設けます。そこでの終了演奏を重視します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.【対面】イタリア歌曲 

イタリア古典歌曲等、初見で演奏可能な曲 

再履修希望者は事前に任意の演奏したい曲目を通知して

いただければ初回から演奏していただいて結構です。メー

ルでお知らせください。             

2.【対面】イタリア歌曲 

イタリア古典歌曲及び簡単なアリアの伴奏 

3.【対面】モーツァルト、ベートーヴェン等 

 古典歌曲及び簡単なアリアの伴奏 

4.【対面】ドニゼッティ、ベッリーニ、ドナウディ、レスピーギ

等 

イタリア作曲家の歌曲アリア等 

5.【対面】ドイツ語の曲 

シューベルト、シューマン等 

6.【対面】ドイツ語の曲 

上記作曲家に加えシュトラウス等 

7.【対面】日本語の曲 

日本歌曲より数曲 

8.【対面】日本語の曲 

日本歌曲より数曲、最近の作曲家の曲 

9.【対面】オペラアリア 

モーツァルト、ロッシーニ等の作曲家の作品から選曲 

10.【対面】オペラアリア 

前回の続き。数曲を追加します 

11.【対面】オペラアリア 

プッチーニ、ヴェルディの作品 

12.【対面】 

ヴェリズモオペラの作品から数曲 

13.【対面】前期のまとめ。 

今までに演奏してきた曲の中から自由に選択して演奏して

ください。 

14.【遠隔】 

授業の中で指示を出します。 

【事前・事後学習-前期】 

課題があたった場合はしっかり次回までに練習をしてきてください。何となく適当に初見というのは絶対にやめてください。 

課題が当たった方は次週の授業を欠席しないようにお願いします。欠席される場合は少なくとも３日前までに連絡をくださるよ

うお願いいたします。 

【授業展開と内容-後期】 

1.【対面】フランス歌曲 

フォーレ等 

2.【対面】フランス歌曲 

ラヴェル、ドビュッシー等 

3.【対面】オペラアリア重唱 

重唱は出来れば取り入れたいのですが、歌手が二人以上

必要なので可能な場合のみ行います。 

4.【対面】オペラアリア重唱 

前回同様ですが、不可の場合は臨機応変にテーマを入れ

替えます。 

5.【対面】合唱曲 

現状合唱が可能か分かりませんが、色々な合唱曲の名曲

がありますので可能であれば取り入れようと思います。 

6.【対面】コードネームでの伴奏について 

昨今クラシックの世界でもコードネームによる演奏ニーズが

増えております。 
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コードネームが苦手な方には良いチャンスだと思いますの

で是非トライしてください。 

曲は本当に簡単な曲を配りますので演奏してみてください。 

7.【対面】オペレッタ、ミュージカル 

コードネームからの流れでミュージカルの曲をやります。曲

目は皆さんと相談しながら決めたいと思います。 

オペレッタは「こうもり」等です。 

8.【対面】オペレッタ、ミュージカル 

コードネームの回から３回の総仕上げ。 

9.【対面】カンツォーネの伴奏 

オペラと並び伴奏者はカンツォーネ伴奏も重要な仕事。少

しコツがいるのでその辺を有名な曲を使って実習します。 

10.【対面】その他の言語の歌曲等 

英語の曲、可能であればロシア語の曲等 

11.【対面】その他の言語の歌曲等 

前回の続き 

12.【対面】初見について。 

伴奏の仕事につきものの初見、移調を簡単な曲を使って演

奏します。 

13.【対面】前期、後期のまとめ part 1 

各自今までに授業で取り上げた曲を自由に選択して演奏

してください。 

試験ではありませんが皆さんの成果を披露していただきた

いと思います。楽しく演奏してください。 

14.【対面】前期、後期のまとめ part 2 

前回同様にします。受講人数によりますが、複数回演奏も

可にします。リクエストがある場合は２週前までに申し出てく

ださい。 

1 年間の授業の締めくくりに是非積極的に演奏してください。 

【事前・事後学習-後期】 

課題があたった場合はしっかり次回までに練習をしてきてください。何となく適当に初見というのは絶対にやめてください。 

課題が当たった方は次週の授業を欠席しないようにお願いします。欠席される場合は少なくとも３日前までに連絡をくださるよ

うお願いいたします。 

【オフィスアワー】 

木曜日 １２時以降調布教員室 

【教材】 

楽譜はこちらで用意します。 

【その他】 

授業で曲を指定され翌週に演奏することが決まった方は出来る限り休まない、練習をしてくる、この二つを守っていただけると

良いです。お互いに有意義な時間を共有して楽しい音楽を作り上げていきたいと思います。それには最低限上記二つの責任

と努力が必要ではないでしょうか。 

 

813 ﾋﾟｱﾉ伴奏法Ⅲ 

担当教員 藤井 一興 特任教授 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

バッハとモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを用いつつ、前期には通奏低音、後期には歌曲（シューマンとフォーレ、ドビュッシ

ー）も学習したい。 

【到達目標】 

ホールの音響、楽器のコンディション等に応じて、柔軟の対処する必要があるが、都度美しいバランスを心がけて欲しい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

和声の知識、様々なベダリングを習得されたい。左手の支えの重要性も再確認されたい。 
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【授業の形式】 

【対面】演習   演習を中心として、様式については講義いたします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.バッハ ヴァイオリンとハープシコードの為のソナタ 第１

番 1 楽章と 2 楽章 

ヘンリー・パーセルの歌曲 

2.バッハ ヴァイオリンとハープシコードの為のソナタ 第１

番 3 楽章と 4 楽章 

ヘンリー・パーセルの歌曲 

3.バッハ ヴァイオリンとハープシコードの為のソナタ 第２

番 1 楽章と 2 楽章 

ヘンリー・パーセルの歌曲 

4.バッハ ヴァイオリンとハープシコードの為のソナタ 第２

番 3 楽章と 4 楽章 

ヘンリー・パーセルの歌曲 

5.バッハ ヴァイオリンとハープシコードの為のソナタ 第３

番 1 楽章と 2 楽章 

シューマン 詩人の恋 

6.バッハ ヴァイオリンとハープシコードの為のソナタ 第３

番 3 楽章と 4 楽章 

シューマン 詩人の恋より 

7.バッハ ヴァイオリンとハープシコードの為のソナタ 第４

番 1 楽章と 2 楽章 

シューマン 詩人の恋より 

8.バッハ ヴァイオリンとハープシコードの為のソナタ 第４

番 3 楽章と 4 楽章 

シューマン 詩人の恋より 

9.モーツァルト ヴァイオリンとピアノの為のソナタ Kv.301 

シューマン 詩人の恋より 

10.モーツァルト ヴァイオリンとピアノの為のソナタ Kv.303 

シューマン 詩人の恋より 

11.モーツァルト ヴァイオリンとピアノの為のソナタ Kv.303 

シューマン 詩人の恋より 

12.モーツァルト ヴァイオリンとピアノの為のソナタ Kv.304 

シューマン 詩人の恋より 

13.モーツァルト ヴァイオリンとピアノの為のソナタ Kv.305 

シューマン 詩人の恋より 

14.モーツァルト ヴァイオリンとピアノの為のソナタ Kv.305 

シューマン 詩人の恋より 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.フォーレとドビュッシーの作品を中心に、後期は声楽作品

を学習したいと思います。 

フォーレの歌曲 Les berceaux 

韻をふむ詩への気配り。 

2.フォーレの歌曲 Après un rêve 

とても構成のしっかりしたラインと骨組をつくり、低音域のデ

ィクションへの気配り。 

3.フォーレの歌曲 Claire de Lune 

ドリア旋法を借用する和声進行に注目し、詩の韻律に注意

する。 

4.フォーレの歌曲 Le Secret 

肉声のラインをバスと共に美しくつなぐ事。 

5.フォーレの歌曲 Mandoline 

マンドリンを模倣したピアノの書体と、詩の意味との音楽と

文学の照応とは。 

6.フォーレの歌曲 Lydia 

声部のラインを立体的に。 

7.フォーレ Chanson d' Amour 

詩の韻律と和声進行に注目。 

8.ドビュッシー 忘れられし小唄 

和声の倍音と声の音域が下がった時のバランスに注意。 

9.ドビュッシー 忘れられし小唄より ”Green” 

右手のバランスに要注意。左手のクロマティックに注意。 

10.ドビュッシーの月の光とマンドリン 

フォーレとの違いを分析し、ドビュッシーの意図を理解し、

バランスに注意する事。 

11.ラヴェル シェヘラザードより パンの笛 

元はオーケストラの楽譜をオーケストレーションしながら、フ

ルートの音色を生かして合奏する。 

12.ブラームス ヴァイオリンとピアノの為のスケルツォ 
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ヴァイオリンの 9番の音をよく聞いて、バランスをとってゆく。 

13.ブラームスの歌曲 op.105 

ブラームスの晩年の作品。両手の親指のニュアンスに注意

する。 

14.ブラームスの歌曲 op.105 

左手のバスの音と、バリトンの声部の音色の設定に留意し

たい。 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【オフィスアワー】 

調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

 

814 ﾋﾟｱﾉ･ﾘﾃﾗﾁｭｱ 

担当教員 楠原 祥子 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ショパンの響きを作る〜ショパンの表現 2〉  

ピアニストにとってショパンを弾くことは演奏能力を身に付けることそのものである。ショパンの音響の世界はまったく独自で詩

的でとても美しい。不協音を味方につける和声、多彩に変化する調性、ロマン派のポリフォニー、ポーランドの色合いが濃いメ

ロディに施される装飾がきらめきを放つ。ピアノ技法のすべてを網羅している 24 曲のエチュード、24 すべての調性に見合った

音響を考えて作られた 24 の前奏曲をあえて作曲しているのは、技法と音響がショパンにおいて同時進行だということ。ショパ

ンが編み出したペダルの使用法も研究しながら、その音響を探求していく。後期は 10 月にワルシャワで開催される「ショパン

国際コンクール」をレポートして、コンクールがリードするショパン演奏、時代とマッチする演奏論も展開したい。演奏を磨くため

のリテラチュア！ 

響きを作る視点は以下４点に凝縮する。 

・響きの構築：遺作の小品、ノクターン、24 の前奏曲、協奏曲、 

・以前からあるジャンルの再構築：スケルツォ、幻想曲、ポロネーズ、エチュード、 

・新しいジャンルの創造：バラード、バルカローレ 

・ショパンを受け継ぐピアニズム：ワルツ、マズルカ 

【到達目標】 

ピアニストとして演奏していくために、知識を蓄え、豊かなインスピレーションや洗練された感覚を磨く手段を得ること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

主にピアノ科学生。その他作曲科、声楽科などショパンが好きな学生なら誰でも歓迎します。 

【授業の形式】 

【対面】 基本は対面で、場合によってリモート授業も併用。講義と実演。全員参加型。演奏や意見を出し合う積極性も表現の

うちとします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 
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【成績評価の要点②】 

出席は重視します。成績は年度末に実施する試験の結果と出席率をあわせてつけます。授業の中で実際に演奏をするなど、

積極的な授業への取り組みは大いに評価して成績に加味します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンスと年間授業予定の紹介  

2.ショパンのピアニズムは受け継がれているか：ミハウォフス

キ、ローゼンタール、ラウル・コチャルスキの演奏考 

3.ショパンの独自性その１ 独特のフレージングと独自の指

使い 

4.ショパンの独自性その２，飾ることの美学。青年時代のブ

リリアントスタイルから洗練された装飾に至るまで。 

5.ショパンの独自性その３ ペダリング：・バスを支柱に構築

するペダル ・メロディをつなぐシンコペーションペダル ・

和声ペダル（フィンガーペダル） 

6.ショパンの独自性その４ ロマン派時代のポリフォニー：グ

リャズノフ、デリャヴァン、チョ・ソンジンの演奏からポリフォニ

ーの扱いを聴く 

7.ショパンの独自性その５ 意表を突く和声の転換、作品年

代ごとに変わる転調の手法  

8.ショパンの独自性その６ 24 の音響の世界 『24 の前奏

曲』を例にとって 

9.『24 の前奏曲』瞬間の音楽 

10.ジャンルの再構築１ スケルツォ 古典派の時代のスケ

ルツォはどのように変貌したか？「冗談が黒い服をまとうな

ら、真面目はいったい何を着ればよいのか。」 

11.スケルツォ全４曲続編 スケルツォのその後 

12.ジャンルの再構築２ ポロネーズ ショパンまでの民族舞

踏としてのポロネーズ 

13.ポロネーズ ・叙情性豊かなポロネーズ ・英雄性と闘い

の精神のポロネーズ ・民族音楽と民俗音楽のフュージョン

作品 44   〜幻想＋ポロネーズへ 

ショパンのルバート考 

14.リモート授業 ポロネーズ続き   

【事前・事後学習-前期】 

課題を出した場合は復習を行うこと。(目安各６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.ジャンルの再構築３ バルカローレ なぜ突然にバルカロ

ーレか？ 

2.ジャンルの再構築４：ノクターンで響きを構築する ジョ

ン・フィールドの旋律、豊かな装飾はそのままに、比べようも

なく深く芸術的な音楽になったノクターン。優しさに代わっ

て、詩情に満ちた憂い、激情、緊迫、絶妙なハーモニーを

探る。 

3.ノクターン続き２ベルカント奏法、ペダリング、和音の配置、

倍音の有効性 

4.ショパン国際コンクールのためリモート授業 

5.ショパン国際コンクールのためリモート授業 

6.ショパン国際コンクールの歴史とショパン演奏に果たす役

割 

7.エチュード ショパンが編み出した技法の集大成 ショパ

ン国際コンクールでのエチュード 

8.ピアノ協奏曲第１番について 

9.ピアノ協奏曲第 1 番続き 

10.ソナタについて ソナタ第 2 番作品 35 

11.幻想曲 

12.ショパンの手紙を読みながらのコンサートを企画する 

〜ショパン全書簡から 

13.ショパンの手紙を読みながらのコンサート企画続き 

14.試験 

【事前・事後学習-後期】 

特別は予習の必要はなし。課題を出した場合は演奏批評などやってくる。 

【オフィスアワー】 

月曜日 直接質問があれば調布教室にて授業前後に時間を確保します。ほかは Google Classroom でやり取り。 
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815 伴奏ｸﾗｽⅠ 

担当教員 小田 裕之 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

ピアノを使い様々な譜面にあたる授業です。ピアノ伴奏の役割りを、ピアノを弾くことで体感しましょう。4 手連弾であったり専攻

楽器の伴奏であったりもします(ピアノが苦手でも大丈夫です。連弾曲を 3 人で挑戦することも可)。講座では、ピアノ伴奏付き

作品を例に、簡単な和声分析、旋律ライン、バスライン、ソロ楽器とピアノの関係等を音で確認します。 

【到達目標】 

伴奏における「音を重ねる、時間を重ねる」ことを身につける。指一本でも創造力豊かに挑戦する。 

難易度に全く関わらず、 

例としては下記【1〜5】による。【1】ピアノ連弾（平易なもの）を適宜行います。他に、【2】バッハ 2 声インヴェンション等を用いて

2 人あるいは専攻楽器とで演奏してみます。【3】無伴奏 8 声の二重コーラス-つまり 16 声-作品にも数頁のみであるが触れるこ

ともあります（但しト音記号、ヘ音記号のみ）。1 声でもピアノで参加しましょう。【4】教育実習で使用する合唱曲の伴奏を用いて

発表しあう事があります。 

※受講の皆さんの専攻楽器により、【5】代表的な作品の一部を演奏してみる。導入的作品も可能。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

必修副科ピアノⅡ修了者 

【授業の形式】 

対面で演習 

曲とメンバーと年間で行う回を設定しあらかじめ準備をする。発表し聴き合い進める。適宜講座的内容も含まれる。両手がユニ

ゾンで平易なディアベリの連弾曲集や、イリヤ・フルニクの連弾練習曲、フォーレ：ドリー組曲から子守唄、シューベルト：軍隊

行進曲など、曲の背景や構成、和声を解説しながら初見で片手でずつ行う場合もある。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業内でペアでの発表と、同じ作品による前期後期それぞれの試験での発表。試験での成長度合いも評価対象です。試験

時には、各人はコメントを述べてから演奏する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.おおすじの解説と紹介 

意見交換と年間（主に前半期の）予定組み 

2.意見交換と年間（主に前半期の）予定組み と初見練習 

3.～12. 試演の実施（ラインナップされる曲目に応じた「小

講座」を複数回。後期も同様。） 

13.前期試験 1 

14.前期試験 2 

【事前・事後学習-前期】 

レッスンを振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回レッスン準備の際に生じた疑問点を整理しておくこと。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期の予定組みと講座 2.後期の予定組みと講座 
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3.〜12.試演の実施 

13.後期試験 1 

14.後期試験 2 

学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

ピアノ伴奏の見地で、取り組んでみたい作品を考えておくのが望ましい。例 伝バッハ:メヌエット 等。レッスンを振り返り、技術

改善の課題をまとめる。次回レッスン準備の際に生じた疑問点を整理しておくこと。(目安３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

メールはいつも見ています、すぐにお返事できない時もあります。 

 

816 伴奏ｸﾗｽⅡ 

担当教員 松谷 園子 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

独奏者がいなければ伴奏者は存在しないわけですが、日頃その独奏を担っている受講生が集まってお互いに伴奏することに

より、視点を変えて音楽の幅を広げることがこの授業の目標です。それぞれのピアノの習熟度に合わせた選曲をして、無理な

く共演者との対話を試みます。教育実習の準備のために、必要であれば合唱曲の伴奏も取り入れます。 

【到達目標】 

ピアノを弾くことはもちろんですが、弾きながら共演者の音を聴くことができるようになりたいです。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

原則として必修副科ピアノⅡ修了者 

【授業の形式】 

【分散で対面】演習が中心 （クラスを 2 つまたは 3 つのグループに分けて対面授業を行う。対面で参加しない授業は、後日録

画を配信するのでそれを視聴する） 

事前にグループと曲を決め準備をし、公開レッスンの形で授業を進めます。聴いている受講生の積極的な発言も期待します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.【対面】1 年間の予定の説明  

前期の演習のグループと曲の話し合い 

第 3 回以降の授業の演習課題についての説明 

簡単な初見演奏の実施 

2.【分散で対面】（分散の方法については第 1 回授業で説

明する）、前期の演習のグループと曲、演奏する日を決定

する、簡単な初見演奏の実施 

3.【分散で対面】中学校の教科書に載っている曲の伴奏 

4.【分散で対面】中学校の教科書に載っている曲の伴奏 

5.【分散で対面】試演の実施 

6.【分散で対面】試演の実施 

7.【分散で対面】試演の実施 

8.【分散で対面】試演の実施 

9.【分散で対面】試演の実施 

10.【分散で対面】試演の実施 

11.【分散で対面】試演の実施 

12.【分散で対面】試演の実施 

13.【分散で対面】試演の実施 

14.【分散で対面】試演の実施 
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【事前・事後学習-前期】 

毎回、与えられた課題、選んだ曲を練習・合わせをしてくること。次回の授業までにさらに練習して改善すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.【対面】後期の予定の説明、演習のグループと曲の話し

合い 

2.【対面】後期の演習のグループと曲、演奏する日を決定

する 

3.【分散で対面】試演の実施 

4.【分散で対面】試演の実施 

5.【分散で対面】試演の実施 

6.【分散で対面】試演の実施 

7.【分散で対面】試演の実施 

8.【分散で対面】試演の実施 

9.【分散で対面】試演の実施 

10.【分散で対面】試演の実施 

11.【分散で対面】試演の実施 

12.【分散で対面】試演の実施 

13.【分散で対面】発表 

14.【分散で対面】発表 

1 年のまとめ、今後の学習について 

【事前・事後学習-後期】 

毎回、与えられた課題、選んだ曲を練習・合わせをしてくること。次回の授業までにさらに練習して改善すること。 

【オフィスアワー】 

木曜日、授業前後に時間を確保します 

【教材】 

演習の曲についての資料のプリントを配布 

【その他】 

授業内容は、進行状況により、多少変更する場合もあります。 

 

817 ﾋﾟｱﾉ演奏法Ⅱ 

担当教員 小森谷 泉 教授 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

 試験やコンクールなど採点が伴う中での演奏とは別に、演奏する喜びや聴く楽しさを少しでも体験出来るような授業を考えて

いる。 

 内容は毎週４、５名ずつ１０分～１５分程度の自由なプログラムを演奏し、聴いている学生が感想を提出し、次週そのコメント

を元にディスカッションする。 

 年度末に皆が印象に残った演奏者の再演を予定している。 

【到達目標】 

人前で演奏することが、いかに重要な経験になるかを認識する。 

また、曲の規模により、自分にはどの程度の時間と質の準備が必要なのか検証し、今後に繋げていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻２年生 

【授業の形式】 

【対面】演習 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.演奏に向けての準備 

2.授業内容の説明および 4～5 名の学生による曲目解説と

演奏 

3.～12. 前週のコメント発表。４～５名の学生による曲目解

説及び演奏 

12.後期の演奏者、曲目解説票提出締切 

13.前期実技試験の準備。 

14.前期実技試験の準備。 

【事前・事後学習-前期】 

自分の演奏する曲目について、説明できるよう解説票に書き込み、その曲を暗譜で演奏できるよう練習する。演奏後、失敗し

た部分を検証し練習する。 

【授業展開と内容-後期】 

1.演奏へ向けての準備 

2.前期最終日のコメント発表。４～５名の学生による曲目解

説及び演奏。 

3.前週のコメント発表。４～５名の学生による曲目解説及び

演奏。第 1１回まで同じ。 

12.後期実技試験の準備 

13.皆が印象に残った演奏者による演奏 

14.皆が印象に残った演奏者による演奏／今後の課題とそ

の学習方法 

【事前・事後学習-後期】 

前期の事前事後学習と同じ。 

【オフィスアワー】 

木曜 授業終了後 

 

818 ﾋﾟｱﾉ実技指導法(集中) 

曜日時限・単位・担当教員 集中講義 

実施キャンパス 調布 

対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業では、様々な年齢・程度の子供たちのピアノを指導する立場になった時のために、子供たちとの接し方や指導の仕

方など様々な角度から、レッスンの方法を探っていきます。数多い教材の中から選び方や与え方についても研究していきます。 

初めてピアノに触れる「導入」の子どもから、初級・中級程度の子どもたちに、生徒として授業に参加してもらいますので、受講

生は、先生として子どもたちに接し、先生をつとめてもらいます。 

今年度は前半の 7 回を特別講師として辻井雅子先生に担当していただきます。辻井先生は、音楽教室講師として長年多くの

子どもたちへの指導に携わってこられました。 

後期には、本大学の先生方の公開レッスンを見学することにより、レッスンの方法について探ってもらいます。 

【到達目標】 

実習を中心とした授業なので、その中で、少しでも多くの経験をすること。そして、先生としての自分に自信を持てるようになっ
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て欲しい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学 3・4 年ピアノ専攻生。CD 生含む。 

【授業の形式】 

実習を中心にします。先生の役目を経験しながら進めていきますので、積極的な参加を期待します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.4月 13日 辻井雅子先生 生徒の年齢や程度・個性など

に応じてわかりやすく指導していく方法を、公開レッスン形

式で実施予定。 

2.4 月 20 日 辻井 「導入」の教材、選び方と指導方法①  

3.4 月 27 日 辻井 「導入」の教材。選び方と指導方法② 

4.5 月 11 日 辻井 初級程度の教材。選び方と指導方法

① 

5.5 月 18 日 辻井 初級程度の教材。選び方と指導方法

② 

6.5 月 25 日 辻井 中級程度の教材。選び方と指導方法

① 

7.6 月 1 日 辻井 中級程度の教材。選び方と指導方法②

／前期のまとめ 

8.10 月 19 日 新井博江先生 公開レッスン 

9.10 月 26 日 竹内啓子先生 公開レッスン 

10.11 月 2 日 担当者未定 公開レッスン 

11.11 月 9 日 玉置善己 指導実習①  

12.11 月 16 日 玉置 指導実習②  

13.11 月 30 日 玉置 指導実習③  

14.12 月 7 日 玉置 指導実習、学習のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

広く子供のピアノ教育に興味を持って生活すること。 

【オフィスアワー】 

授業後 30 分間、調布教員室。 

 

819 ﾋﾟｱﾉ演奏法Ⅲ 

担当教員 小森谷 泉 教授 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

 試験やコンクールなど採点が伴う中での演奏とは別に、演奏する喜びや聴く楽しさを少しでも体験出来るような授業を考えて

いる。 

 内容は毎週４、５名ずつ１０分～１５分程度の自由なプログラムを演奏し、聴いている学生が感想を提出し、次週そのコメント

を元にディスカッションする。 

 年度末に皆が印象に残った演奏者の再演を予定している。 

【到達目標】 

人前で演奏することが、いかに重要な経験になるかを認識する。 

また、曲の規模により、自分にはどの程度の時間と質の準備が必要なのか検証し、今後に繋げていく。 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻３年生 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.演奏に向けての準備 

2.授業内容の説明および 4～5 名の学生による曲目解説と

演奏 

3.前週のコメント発表。４～５名の学生による曲目解説及び

演奏。第 12 回まで同じ。 

12.後期の演奏者、曲目解説票提出締切 

13.前期実技試験の準備。 

14.前期実技試験の準備。 

【事前・事後学習-前期】 

自分の演奏する曲目について、説明できるよう解説票に書き込み、その曲を暗譜で演奏できるよう練習する。演奏後、失敗し

た部分を検証し練習する。 

【授業展開と内容-後期】 

1.演奏へ向けての準備 

2.前期最終日のコメント発表。４～５名の学生による曲目解

説及び演奏。 

3.前週のコメント発表。４～５名の学生による曲目解説及び

演奏。第 11 回まで同じ。 

12.後期実技試験の準備 

13.皆が印象に残った演奏者による演奏 

14.皆が印象に残った演奏者による演奏／今後の課題とそ

の学習方法 

【事前・事後学習-後期】 

前期の事前事後学習と同じ。 

【オフィスアワー】 

木曜 授業終了後 

 

821,822 弦合奏Ⅰ(vl,va)a,b 

担当教員 
神谷 美千子 准教授 

田中 晶子 准教授 
曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

アンサンブルのためのベーシックスタディを行う 

【到達目標】 

オーケストラスタディ、弦楽二重奏、弦楽三重奏、弦楽四重奏の曲で、アンサンブルの楽しみを知っていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース  大学 1 年次、Vl, Vla 専攻生 

【授業の形式】 

【対面】 演習 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

アンサンブルをするための基礎練習 

楽器持参 

2.アンサンブルをするための基礎練習 

3.アンサンブルをするための基礎練習 

デュオでアンサンブルの音に馴れる 

4.楽譜の知識を得る 

デュオでアンサンブルの音に慣れる 

5.ヴィオラを弾けるようにする 

6.ヴィオラを弾けるようにする 

7.楽譜の知識を得る 

オーケストラスタディ、室内楽曲等で譜の読み方、初見等

基礎的なことを学ぶ 

8.オーケストラスタディ、室内楽曲等で譜の読み方、初見等

基礎的なことを学ぶ 

デュオでアンサンブルの音に慣れる 

9.オーケストラスタディ、室内楽曲等で譜の読み方、初見等

基礎的なことを学ぶ 

デュオでアンサンブルの音に慣れる 

10.デュオや弦楽トリオなどでグループを作りアンサンブル

練習 

11.デュオや弦楽トリオなどでグループを作りアンサンブル

練習 

12.デュオや弦楽トリオなどでグループを作りアンサンブル

練習 

13.デュオや弦楽トリオなどでグループを作りアンサンブル

練習 

14.演奏発表 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容の予習、復習等を行うこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.オーケストラスタディ、室内楽曲等で譜の読み方を勉強

する 

2.オーケストラスタディ、室内楽曲等で譜の読み方を勉強

する 

3.三重奏、四重奏など少し大きな編成でのアンサンブル練

習 

4.三重奏、四重奏など少し大きな編成でのアンサンブル練

習 

5.三重奏、四重奏など少し大きな編成でのアンサンブル練

習 

6.ヴィオラを入れての弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサ

ンブル練習 

7.ヴィオラを入れての弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサ

ンブル練習 

8.ヴィオラを入れての弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサ

ンブル練習 

9.演奏発表 

10.弦楽四重奏の曲をグループを作り練習する 

11.弦楽四重奏の曲をグループを作り練習する 

12.チェロを加え、弦楽四重奏の曲をグループを作り練習す

る 

13.チェロを加え、弦楽四重奏の曲をグループを作り練習す

る 

14.チェロを加え、弦楽四重奏の曲をグループを作り練習す

る 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容の予習、復習等を行うこと。 

【オフィスアワー】 

授業時、授業前後 

【教材】 

進度、状況に応じ、選択する。 
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824 弦合奏Ⅰ(vc) 

担当教員 
菊地 知也 講師 

藤村 俊介 講師 
曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

合奏に於けるチェロの役割、演奏方法、取り組み方などを、オーケストラのチェロパートの譜面を使ったり、チェロアンサンブル

などを演奏しながら学んでいきます。また、初見での演奏も行います。 

【到達目標】 

合奏に於いて全体を支える土台となる演奏をする事が出来る様にします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

有りません。 

【授業の形式】 

【対面】演奏中心ですが、緊急事態宣言時にはオンラインでも行う可能性が有ります。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.教材の指定と配布、演奏。 

2.〜13.実際の演奏 

14.前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

レッスンを振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回レッスン準備の際に生じた疑問点を整理しておくこと。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.〜12.演奏 

13.弦楽四重奏の演奏 

14.弦楽四重奏の演奏 

【事前・事後学習-後期】 

レッスンを振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回レッスン準備の際に生じた疑問点を整理しておくこと。(目安３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

土曜日 1 限 仙川教員室 

 

825 弦合奏Ⅰ(cb) 

担当教員 
市川 雅典 准教授 

稻川 永示 講師 
曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 
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【授業の概要】 

オーケストラで演奏するときに有効なボウイングテクニークや左手の運指テクニック、アンサンブル上の心得や注意点などを習

得する。より良い音・表現力のためにパワーと持久力を身に付ける。 

演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

オーケストラ作品を勉強し、重要なパッセージを練習することで、コントラバス演奏における総合的なスキルを向上させ、プロオ

ーケストラのオーディションのための準備を始めるきっかけにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース第１年次 cb 専攻生(高校１年生含む)。単位既修得者の再受講も歓迎。 

【授業の形式】 

グループレッスンの形式で行う。学生全員、もしくは一人ずつ演奏し、各学生の技量に応じた個人指導を入れながら授業を進

める。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.演習 Wagner Prelude to Die Meistersinger von Nürnberg 

3.演習 Mozart Divertimento K.136, 138 

4.演習 Mozart Symphony No.39 1st Mvt. 

5.必修オーケストラで取り上げる楽曲の練習。 

6.演習 Tchaikovsky Serenade for String Orchestra 

7.演習 Mozart Symphony No.41 

8.演習 Beethoven Symphony No.1 1 mov., Prokofiev 

Symphony No.1 

9.演習 Beethoven Symphony No.5 

10.演習 Beethoven Symphony No.5 

11.必修オーケストラで取り上げる楽曲の練習。 

12.演習 Mozart Symphony No.40 

13.演習 Mozart Symphony No.40 

14.ボウコントロールとテクニークの総括 

【事前・事後学習-前期】 

授業で演奏する曲の練習を始める前にスコアを熟読し、曲想･形式や構造を知った上で Cb パートの役割を考える。 

【授業展開と内容-後期】 

1.演習 Beethoven Symphony No.8 

2.必修オーケストラで取り上げる楽曲の練習。 

3.演習 Verdi Overture to The Force of Destiny, Badinerie 

from Orchestral Suite No.2, etc. 

4.演習 Brahms Symphony No.2 

5.演習 Brahms Symphony No.1 

6.演習 Mozart Symphony No.35 

7.演習 Mendelssohn Symphony No.4 1,4 mov., Mozart 

Overture The Magic Flute 

8.演習 Vivaldi The Four Seasons 

9.演習 Beethoven Symphony No.9 

10.演習 Solo passeges in orchestra (Mahler, Stravinsky, 

Veldi, Stravinsky, Prokofiev) 

11.演習 Bruckner Symphony No.7 1 mov., Berioz 

Symphonie fantastique 2nd, 3rd, 4th & 5th Mvt.  

12.演習 R.Strauss Don Jan 

13.演習 R.Strauss Ein Heldenleben  

14.演習 R.Strauss Ein Heldenleben  

【事前・事後学習-後期】 

授業で取り上げる曲で特に難しい部分は毎日の練習リストに加える。世界の他の地域･流派の奏法を知り、取り入れるべく研

究する。 

【オフィスアワー】 

土曜日 ２限後 仙川 404 教室 

24 hours 365 days (Email) 
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831～840 管ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 

上原 宏 教授 

蠣崎 耕三 教授 

神田 寛明 教授 

長谷川 潤 教授 

亀井 良信 准教授 

倉田 優 講師 

佐藤 采香 講師 

岡本 正之 特任教授 

猶井 正幸 特任教授 

武藤 賢一郎 特任教授 

曜日時限 
火 5 時限 

土 4 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

  管楽器による重奏授業。編成される楽器の種類によって、次のクラスに細分化される。 

＊ サクソフォンクラス(担当 武藤)   

＊ 木管アンサンブルクラス(主に木管五重奏)   

＊ 金管アンサンブルクラス 

  演奏発表会(2 月)において、演奏もしくは聴講をもって単位認定を行う。 

【到達目標】 

サクソフォンクラスでは、同族楽器の音色の合わせ方を学習し、木管・金管アンサンブルでは、異種楽器を理解しその特性を

知ってアンサンブルにおける演奏、表現方法を身につける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

１年次から学部、研究生、Dip 生を含めて履修可能。 

* サクソフォンクラス  Sax 専攻生のみ 

【授業の形式】 

クラス授業による合奏実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○  

【成績評価の要点②】 

出席状況、管アンサンブル発表会により総合的に評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.後期古典・初期ロマン派の作品① 

（F.Danzi. A.Reicha 等でアンサンブルの基礎を身につける） 

3.後期古典・初期ロマン派の作品② 

4.後期古典・初期ロマン派の作品③ 

5.後期古典・初期ロマン派の作品④ 

6.後期古典・初期ロマン派の作品⑤ 

7.後期古典・初期ロマン派の作品⑥ 

8.後期古典・初期ロマン派の作品⑦ 

9.難易度の高くない近代作品① 

10.難易度の高くない近代作品② 

11.難易度の高くない近代作品③ 
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12.難易度の高くない近代作品④ 

13.難易度の高くない近代作品⑤ 

14.前期発表会 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【授業展開と内容-後期】 

1.難易度が高い近代作品① 

2.難易度が高い近代作品② 

3.難易度が高い近代作品③ 

4.難易度が高い近代作品④ 

5.難易度が高い近代作品⑤ 

6.難易度が高い近代作品⑥ 

7.ピアノなどを加えた６重奏① 

8.ピアノなどを加えた６重奏② 

9.ピアノなどを加えた６重奏③ 

10.ピアノなどを加えた６重奏④ 

11.ピアノなどを加えた６重奏⑤ 

12.ピアノなどを加えた６重奏⑥ 

13.ピアノなどを加えた６重奏⑦ 

14.後期発表会 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

各編成の基本的なレパートリーによる。開講時に各クラス内で決定、または指示。 

 

841,842 管ﾘｰﾄﾞ講座(Ob,Fg)（前期） 

担当教員 
蠣崎 耕三 教授 

岡本 正之 特任教授 
曜日時限 金 7 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ダブルリード楽器にとってリードは楽器の重要な一部分であり、リードのコンディションによって演奏の精度、表現力などが大き

く左右される。近年では完成されたものが楽器店などで販売されているが、リードは本来個々の奏者や楽器に合わせた設定

が必要であり、自作でないと良い結果は期待できない。この授業の中でリードメイキングをマスターしてもらうのはもちろんのこ

と、良い材料や工具、また作業のコツなどの情報交換も行ってもらいたい。 

演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

ダイナミクス、音色、音程など、高度なコントロールが可能なリードの作成を目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

演習を目的とする。 

学生が各自、材料、工具などを持参した上で行われる。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○  

【授業展開と内容-前期】 

1.工具の使い方 

2.工具の使い方 

3.材料の選び方 

4.材料の選び方 

5.ガウジング 

6.ガウジング 

7.シェーピング 

8.シェーピング 

9.糸巻き 

10.糸巻き 

11.削り 

12.削り 

13.微調整 

14.微調整 

【事前・事後学習-前期】 

授業で指摘されたことを日々実践すること。 

【オフィスアワー】 

土曜日 管アンサンブルの授業後 

 

843 打ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ a 

担当教員 
中村 友子 講師 

安倍 圭子 特任教授 
曜日時限 水 6 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

マリンバ・アンサンブルを通して各学生の持つ多面的な音楽性を引き出し、育てる。 

アンサンブルの中でお互いの音を聴き、それぞれの役割を認識できる耳を養えるよう授業する。そして各自の総合的な音楽

性を高める事に重点を置く。 

各自で取り組むデュオ、トリオ作品を中心にレッスンを行い、作品の解釈を深め、マリンバ・アンサンブル特有の豊かな音色作

りを研究する。（オープンクリニック） 

演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

アンサンブルを通し各自の技能を向上させ、音楽的な能力を幅広く持てるようになること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

マリンバ専攻生全員 

【授業の形式】 

【対面】演習 

① 授業内容により個人レッスンを行うこともあるが全日オープン。 

② アンサンブル作品により他の楽器との合奏を含む。 

③ 基本的にマリンバ・アンサンブル形態をとる。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.講座の内容説明 

2.マリンバ・アンサンブルの意義の説明と、その価値に対す

る討論 

3.簡単なモチーフによる即興演奏と訓練 

4.簡単なモチーフによる即興演奏と訓練 

5.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

6.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

7.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

8.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

9.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

10.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

11.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

12.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

13.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

14.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

【事前・事後学習-前期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

2.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

3.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

4.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

5.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

6.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

7.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

8.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

9.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

10.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

11.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

12.「パーカッションの夕べ」におけるアンサンブル成果の討

論 

13.有志による演奏、及び一年間の授業成果における討論 

14.有志による演奏、及び一年間の授業成果における討論 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 
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【教材】 

楽譜・楽器 

 

844 打ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ b 

担当教員 小島 光 特任講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

打楽器、他種楽器によるアンサンブルの基礎と表現の学習。  

作曲家、時代の特徴を捉え作品に活かしていく。 

演奏家としての経験を踏まえた教育を行う。 

【到達目標】 

幅の広い作品を取り上げ、息の使い方から全身を使った自然な音楽表現を目指す。 

音の響き、音色の変化への対応、アンサンブルを通してのスムーズな会話能力を高める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

打楽器専攻生必修  マリンバ専攻生選択。 

【授業の形式】 

【対面】 

グループレッスン (アンサンブルグループ複数) 演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.第 1 回から第 7 回まで  基礎的な打楽器アンサンブル

曲、既存の弦楽作品（鍵盤打楽器）を通しての音楽づくり。 

8.第 8 回から第 14 回まで  音のイメージ、言葉を使ったリ

ズム等によるワークショップからグループ、リーダーシップ感

を導き出す。 

【事前・事後学習-前期】 

各授業日前に通達。 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回から第 6 回まで ステップを使ったリズムトレーニン

グ。 

7.第 7 回から第 13 回まで 簡単な楽曲による初見演奏を

通して緊張感への対応、正確さを体験する。 

14.演奏会を意識した多種多様の楽曲によるアンサンブル。

それぞれの楽曲の持つ特徴を多面的に捉え、表現する上

での創意工夫を各自自発的にチャレンジして行く。 

【事前・事後学習-後期】 

各授業日前に通達。 

【オフィスアワー】 

登校日いつでも 
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【教材】 

各授業日前に準備。 

 

845 ﾊｰﾌﾟｵｰｹｽﾄﾗ･ｽﾀﾃﾞｨ 

担当教員 井上 美江子 講師 曜日時限 水 6 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

① チューニングや楽器の管理など、ハープ特有の楽器のメインテナンスに関わる知識、意識の向上を図る。特にオーケストラ

においてのチューニング、またリハーサル、演奏会に向かっての楽器や、スペアー弦の管理の重要性を学ぶ。 

② “マイパート譜作り” 

特にハープにおいて不可欠なペダルの書き込み、音の入りをより正確にするための休みの数え方、ガイドの効果的な書き入

れ方などを学び、それぞれ自分のパート譜を作り保管する。 

③ 入手可能であれば必ず課題の曲の録音を聴き、スコアを見ながらハープパートの入りの確認、前述のガイドの書き入れな

どをした上で、譜読みをして授業に臨む。 

④ 指揮の見方や他の楽器の音を聴くことなど合奏の能力を養うこと、音楽の場面場面に応じた音色、音量の作り方、選び方、

タイミングの取り方など、オーケストラの一員として優れた演奏ができることを目指す。 

⑤ 現代音楽の課題がある場合、それに応じて特殊奏法などを学ぶ。 

⑥ 課題曲は基本的にはその年度の、桐朋学園オーケストラの演奏会で取り上げられるものから選び、実際にオーケストラに

出演する上級生はその演奏を通して、それ以外の下級生も、そのパートを学び、場合によってはピアノ伴奏で演奏することに

よって、自分のレパートリーとしていく。 

⑦ オーケストラ・リハーサルの見学。 

自分が出演しない演奏会のリハーサルもパート譜、スコア持参で見学し、リハーサルを見学することでリハーサルがどのように

進められていくのかを学習する。 

演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

オーケストラにおけるハープ演奏の技術や知識を学習する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ハープ専攻生必修 

【授業の形式】 

全員一堂に会した中での個人演奏。マスタークラス形式。ディスカッションの場もあり。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス、オーケストラの年間スケジュール発表。前期

のオーケストラ出演者決定。 

2.～11. 譜面、スコア、録音入手、パート譜作り、譜読み、

録音視聴。 

     上級生(出演者)…パート演奏(ピアノ伴奏もあり) 

     下級生…聴講及びリハーサル見学 



 225 

12.楽器のメインテナンス、弦在庫の管理。 

13.楽器のメインテナンス、弦在庫の管理。 

14.後期の曲目の譜面などの準備。オーケストラ出演者決

定。 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.～6. 録音視聴、パート譜作り、パート演奏（３～６は録音

あるいはピアノ伴奏によるパート演奏） 

7.～10. 録音視聴、パート譜作り、パート演奏。 

11.楽器のメインテナンス、弦在庫の管理。 

12.～14. 録音視聴、パート譜作り、パート演奏。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分)次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

水曜日 17:00-19:30 仙川 404 室、miekoinoue19@ybb.ne.jp 

【教材】 

課題となる曲のスコア、ハープ・パート譜、録音など。 

 

846 ﾊｰﾌﾟ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 篠﨑 史子 特任教授 曜日時限 月 5 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ハープデュオもしくは、ハープと他の楽器とのデュオから始め、三重奏から七重奏に至るまで、室内楽の心得につながる授業

を進めていきます。 

【到達目標】 

ハープ数台のみならず、他の楽器とのアンサンブルをする力を養い、卒業後あらゆる楽器との演奏が可能になる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

当校の学生には、入学した時点で資格があるとみなします。 

【授業の形式】 

実技演習を中心に授業を進めます。 

１２月に、アンサンブルのコンサートを実施します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価は出席率と平常点、そして毎年 12 月に行うハープ・アンサンブルのコンサート(発表会)に向かう意識・姿勢を総合的

に判断して行う。 

【授業展開と内容-前期】 

1.講座の内容説明とレベルに応じて勉強する曲目を決める。 

2.生徒をレベル(学年の時もある)に合わせたグループに分

け、３週間で各レベルの曲目のハープ・パートのみを指導

する。前期はなるべくDuoの曲、たとえばフルート・ハープ、
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ヴァイオリン・ハープ、ハープ Duo 等。 

3.生徒をレベル(学年の時もある)に合わせたグループに分

け、３週間で各レベルの曲目のハープ・パートのみを指導

する。前期はなるべくDuoの曲、たとえばフルート・ハープ、

ヴァイオリン・ハープ、ハープ Duo 等。 

4.生徒をレベル(学年の時もある)に合わせたグループに分

け、３週間で各レベルの曲目のハープ・パートのみを指導

する。前期はなるべくDuoの曲、たとえばフルート・ハープ、

ヴァイオリン・ハープ、ハープ Duo 等。 

5.パートの勉強が出来た生徒から他の楽器と合わせてみる。 

6.パートの勉強が出来た生徒から他の楽器と合わせてみる。 

7.パートの勉強が出来た生徒から他の楽器と合わせてみる。 

8.再度パートもしくは合わせが必要な生徒は同じ曲を、でき

あがった生徒は次の曲のパートのみの指導をする。 

9.再度パートもしくは合わせが必要な生徒は同じ曲を、でき

あがった生徒は次の曲のパートのみの指導をする。 

10.再度パートもしくは合わせが必要な生徒は同じ曲を、で

きあがった生徒は次の曲のパートのみの指導をする。 

11.13 回目までにひとり２曲ないし３曲の小品の合わせを行

い、レパートリーを持たせる。 

12.13 回目までにひとり２曲ないし３曲の小品の合わせを行

い、レパートリーを持たせる。 

13.13 回目までにひとり２曲ないし３曲の小品の合わせを行

い、レパートリーを持たせる。 

14.12 月のコンサートの曲目(プログラム)を決定し、各自の

勉強の仕方を指導する。 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【授業展開と内容-後期】 

1.～5. 後期はコンサートで演奏する曲の各自のパートを

確実にする為、前期に増して少人数に分けて細かく指導し

ていくが、自分が弾かない時でも必ず出席して聴いている

こと。そうしていることによって曲の解釈を覚えて行く。 

6.～10. 他の楽器と、もしくはハープ同士の合わせをする。

弾いていない生徒には人の演奏を聴いてどのように感じる

か、意見を述べさせる。 

11.コンサート全体の曲目(プログラム)を２回に分けて弾き合

いをさせる。 

12.コンサート全体の曲目(プログラム)を２回に分けて弾き合

いをさせる。 

13.コンサートの反省と今後どのような曲を勉強して行ったら

良いか各自と話し合い、もしくは補うべきところを弾かせて

みる。 

14.コンサートの反省と今後どのような曲を勉強して行ったら

良いか各自と話し合い、もしくは補うべきところを弾かせて

みる。 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

各自のレベルに応じてその都度決定する。 
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847 ｳｨﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ 

担当教員 

上原 宏 教授 

神田 寛明 教授 

長谷川 潤 教授 

亀井 良信 准教授 

神谷 敏 特任教授 

猶井 正幸 特任教授 

小島 光 特任講師 

曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

管アンサンブルにおける小編成アンサンブルと異なる、中、大編成合奏でのアンサンブル能力の育成。後期(通常 12 月中)、

Symphonic Winds 演奏会において演奏発表を行う。 

【到達目標】 

前期は大、中編成の基礎的な演奏法(リズム・ハーモニーの作り方)を最初は簡単な曲(ホルスト｢組曲１番、２番｣など)を使い実

習し、後期は吹奏楽のオリジナル作品を中心に 12 月のコンサートに向け細かく実習を積んでいく。各パートの演奏技術、アン

サンブル能力、音楽性を高める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

管打楽器専攻生、コントラバス専攻生全員 

【授業の形式】 

合奏実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価はおもに出席率や平常点を総合的に判断して行う。特に出席を重視する。無断での欠席、遅刻は認めない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション・打ち合わせ 

2. 吹奏楽の基礎的なベーシックレパートリー曲の合奏①

（G.Holst. A.Reed 等吹奏楽の古典的作品を３曲程度ー。

合奏の基礎力をつける） 

3.吹奏楽の基礎的なベーシックレパートリー曲の合奏② 

4.吹奏楽の基礎的なベーシックレパートリー曲の合奏③ 

5.吹奏楽の一般的な名曲、管弦楽アレンジ曲の合奏①（演

奏される機会の多い曲の知識、経験を増やす。合奏の技

術力の向上を目指す） 

6.吹奏楽の一般的な名曲、管弦楽アレンジ曲の合奏② 

7.吹奏楽の一般的な名曲、管弦楽アレンジ曲の合奏③ 

8.吹奏楽の一般的な名曲、管弦楽アレンジ曲の合奏④ 

9.難易度の高い曲の合奏①（高い技術力の向上を目指し、

曲を仕上げる事を目的とする） 

10.難易度の高い曲の合奏② 

11.難易度の高い曲の合奏③ 

12.難易度の高い曲の合奏④ 

13.定期演奏会曲の譜読み①（年度末の演奏会へ向けた

曲の確認２時間分６～８曲程度） 

14. 定期演奏会曲の譜読み② 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と
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の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【授業展開と内容-後期】 

1.定期演奏会曲の譜読み③ 

2.定期演奏会曲の譜読み④ 

3.定期演奏会の曲の練習①（演奏会に向けた中身を詰め

た練習） 

4.定期演奏会の曲の練習② 

5.定期演奏会の曲の練習③ 

6.定期演奏会の曲の練習④ 

7.定期演奏会の曲の練習⑤ 

8.定期演奏会の曲の練習⑥ 

9.定期演奏会の曲の練習⑦ 

10.定期演奏会の曲の練習⑧ 

11.定期演奏会へ向けた集中練習① 

12.定期演奏会へ向けた集中練習② 

13.定期演奏会へ向けた集中練習③ 

14.演奏会（成果発表） 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度）  

【オフィスアワー】 

教員室在室時  

 

853 声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 福永 一博 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

   この授業では、合唱を通じてアンサンブルのあり方を共に学んでいきます。アンサンブルの基本であり、同時に最も大切な

ことは、「耳をひらく」ことです。普段私達は、音楽を演奏する時、ともすると自分にばかり意識が集中しがちで、周りの音が聞こ

えてはいても、本当の意味で聴けていない、ということがよくあります。 

   自分と同じパートの他の人の声によく耳を澄ませ、他のパートの人がどんなメロディを歌い、どんな表現をしようとしている

かを感じとり、それに応じて自分の歌のあり方が決まっていく…そんな「耳をひらく」というトレーニングを、合唱の授業を通じて

行っていけたらと考えています。 

   そして、そうしたトレーニングをする中で、「耳をひらく」という行為が、単に「自分を抑えて他人に合わせる」といった消極的

な行為ではなく、ひとりひとりがしっかりとした自己を主張しながらも、他者を尊重し受け入れることで、調和を保ちながら、結果

的には自分のよさや個性がもっとも生かされることにつながる、真に主体的な行為であることに気付くことが、この授業のねらい

です。 

【到達目標】 

授業の概要に記載 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 大学 1,2 年生を原則としますが、他専攻他学年も応相談とします。 

【授業の形式】 

対面によるものとします。合唱による実習を主とします。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席を最も重視します。 「合唱の夕べ」出演を必須とします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～14. 合唱実習 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示された作品の譜読みを事前に行なってくること。（目安 30-60 分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 合唱実習 14.演奏会（合唱の夕べ） 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示された作品の譜読みを事前に行なってくること。（目安 30-60 分程度） 

【オフィスアワー】 

金曜日 15:30-18:00 調布教員室 

 

854 声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 加藤 洋朗 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3～4 年 

 

【授業の概要】 

多様・多岐にわたる声楽作品の中より、合唱音楽を通して演奏（アンサンブル）のあり方を学び、その表現の可能性を追求す

る。 

「良いアンサンブルとは何か」を考え、演奏の場において必要な技量を磨き、演奏者（履修生）個々が互いに触発しながら融

合していくことを学ぶ。 

【到達目標】 

「良いアンサンブル」を追求し自身の演奏家としての資質を磨いていくことが、アンサンブル全体の向上、充実の一助になり得

る体験を目指す。 

演奏を通し、優れた演奏者としてのあり方を学び追求し、それぞれがアンサンブルの中で「独立した個」として存在できることを

目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻大学３・４年生を基本とする。また、他専攻の３・４年生も履修できるが、授業内容に対応できる能力を必要とする。担

当講師(加藤)と相談の上判断することを勧める。 

【授業の形式】 

【対面】によるアンサンブル演習を原則とするが、感染症の状況を鑑みオンライン等を活用する場合もある。 

また、年度末に履修生が出演予定の「合唱の夕べ」に向け、全講義の 3～4 割程度を 1～4 年生合同で行う。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

年度末に行われる予定の「合唱の夕べ」に出演することを単位認定の必須条件とする。 

ただし、出席状況および授業への取組み姿勢に問題があると判断した場合、「合唱の夕べ」への出演を認めないものとする。 

（授業の展開によって、課題・小レポート等の提出を求めることがある。） 

【授業展開と内容-前期】 

1.【対面】ガイダンス、パート分け、インスペクターなどの選

任。 

基礎練習、アンサンブル演習 

2.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

3.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

4.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

5.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

6.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

7.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

8.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

9.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

10.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

11.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

12.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

13.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

14.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

前期のまとめなど。 

【事前・事後学習-前期】 

限られた時間の中で演奏会への準備を行う性格の授業であるため、各自譜読みは自身で取組み授業へ参加すること。 

また、授業で取組む作品（曲）への理解を、各々で深めておくことも求めたい。 

【授業展開と内容-後期】 

1.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

2.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

3.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

4.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

5.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

6.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

7.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

8.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

9.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

10.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

11.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

12.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

13.【対面】基礎練習、アンサンブル演習 

14.（「合唱の夕べ」出演） 

【事前・事後学習-後期】 

後期は、冬休み明け直後に演奏会が行われる予定なので、冬休み中の準備を怠らないようにすること。 

【オフィスアワー】 

質問等は原則、授業終了後に受けることが可能である。 

【その他】 

野口三千三・著「原初生命体としての人間」（岩波書店）を推薦図書とする。 
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855 ｵﾍﾟﾗｸﾗｽ(水) 

担当教員 

大橋 ゆり 教授 

腰越 満美 教授 

宮本 益光 准教授 

曜日時限 
水 5 時限 

水 6 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

履修初年度は基礎クラスで、モーツァルトのオペラを題材にオペラの演技、歌唱を基礎から学ぶ。それぞれの役柄に応じた舞

台での立ち方・歩き方などの身体表現、作品解釈、またレチタティーヴォ・セッコ、アンサンブルを中心にオペラの表現法、ディ

クション等を学ぶ。後期に発表会を行う。 

上級クラスでは広く伊・独・仏オペラから、各学生の声に合った演目をクラスの担当教員が選び、基礎クラスで学んだ経験を元

に、歌唱表現、ディクション、演技法、作品解釈等を更に深く学ぶ。前期・後期に試験会を行う。 

【到達目標】 

オペラの歌唱法、演技法を学び、将来、オペラの現場で必要な技術、知識を身につける事を目的とする。実習を通して、多く

のスタッフ・キャストと共に作り上げる舞台芸術の成り立ちを学ぶ。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 大学 3 年生・4 年生、ディプロマ生(声楽部会規定による) 

【授業の形式】 

【対面】オペラ実習。基礎クラスと上級クラスがあり、それぞれ音楽等全般指導講師とピアニスト、演出家が配され、指導にあた

る。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.上級・基礎＝演目・キャスト決め 

2.上級・基礎＝音楽稽古 

3.上級・基礎＝音楽稽古 

4.上級・基礎＝音楽稽古 

5.上級＝立ち稽古 基礎＝身体訓練・基礎演技 

6.上級＝立ち稽古 基礎＝身体訓練・基礎演技 

7.上級＝立ち稽古 基礎＝身体訓練・基礎演技 

8.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽古 

9.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽古 

10.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽

古 

11.上級＝立ち稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽古 

12.上級＝ＧＰ 基礎＝立ち稽古 

13.上級＝試演会 基礎＝立ち稽古 

14.上級・基礎＝授業内容のまとめと今後の課題。 

【事前・事後学習-前期】 

作品及び役柄の下調べを十分行う。（自分の演じるシーンだけでなく、オペラ全曲のリブレットを通読する） 

毎回の音楽稽古・立ち稽古での学びを確実に身につけるため、必ず復習する。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.上級＝音楽稽古 基礎＝立ち稽古・音楽稽古 

2.上級＝音楽稽古 基礎＝立ち稽古・音楽稽古 

3.上級＝音楽稽古 基礎＝立ち稽古・音楽稽古 

4.上級＝音楽稽古 基礎＝立ち稽古 

5.上級・基礎＝立ち稽古 

6.上級・基礎＝立ち稽古 
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7.上級・基礎＝立ち稽古 

8.上級・基礎＝立ち稽古・音楽稽古 

9.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝立ち稽古 

10.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝立ち稽古 

11.上級＝立ち稽古 基礎＝ＧＰ 

12.上級＝立ち稽古 基礎＝発表会 

13.上級＝ＧＰ 基礎＝上級クラスの手伝い 

14.上級・基礎＝授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-後期】 

作品及び役柄の下調べを十分行う。（自分の演じるシーンだけでなく、オペラ全曲のリブレットを通読する） 

毎回の音楽稽古・立ち稽古での学びを確実に身につけるため、必ず復習する。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

メールによるアポイント michiamanomami545@docomo.ne.jp（腰越） 

【教材】 

基礎クラスはモーツァルト「フィガロの結婚」（ベーレンライター版）を購入すること。 

上級クラスは演目が決まり次第、担当教員の指示に従い楽譜を購入する。 

 

856 ｵﾍﾟﾚｯﾀ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演習 

担当教員 鵜木 絵里 講師 曜日時限 月 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

〜前期、後期は【対面による演習授業】と「遠隔によるオンデマンド課題】を随時組み合わせて実施。オンデマンドは Google 

classroom より配信予定。（オンデマンド授業は予定より多くなる可能性もあります）〜 

前期は、愛唱歌としても親しまれているオペレッタを幅広く演習する。日本語訳が主になる。 

後期は、近来声楽のテクニックを必要とするミュージカル作品を、クラシック発声の範囲を超えることなく演習する。日本語訳、

英語での演習。 

【到達目標】 

前期は可能であれば３曲程度の演習を目標とする。後期もそれに準ずる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻大学 3 年生、4 年生、研究生、ディプロマ生 前もって発声をしてくる事が望ましい。 

担当講師への連絡は大学ドメインのアドレスに連絡可能。 

unoki-eri@pl.tohomusic.ac.jp 

【授業の形式】 

前期、後期とも基本は【対面】による演習だが、「オンデマンド」による【遠隔授業】課題も組み合わせる。オンデマンドは Google 

classroom より配信。実施回は随時授業内とシラバス内で指示。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.第１回は【遠隔授業】 

担当講師宛に大学ドメインのアドレスで以下の事を連絡  

unoki-eri@pl.tohomusic.ac.jp（鵜木絵里） 

１）名前、学年 
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２）オペレッタ歌唱の経験の有無 

前期は主にオペレッタ作品を中心とする。 

2.【対面による演習予定】 

選択曲を学ぶ （１）背景について理解 

3.【対面による演習予定】 

選択曲を学ぶ （２） 言葉と作品への理解 

4.【対面による演習予定】 

選択曲を学ぶ （３） 発音と歌唱確認を中心に  

5.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ （４） アコースティックによる奏法を理解する ＃

１確認  

6.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ （５） アコースティックによる奏法を理解する ＃

２定着 

7.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ （６） アコースティックによる奏法を理解する ＃

３工夫  

8.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ （７） 言葉から表現へ   

9.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ （８） 音色を掘り下げる ＃１確認  

10.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ （９） 音色を掘り下げる ＃２定着  

11.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ （１０） 音色を掘り下げる ＃３工夫してこだわる  

12.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ （１１） 作品として自分で表現する ＃１確認  

13.【対面による演習予定】 

内容のまとめとして全員での演習発表会(前期はオペレッタ

作品中心) ※演習の曲は受講する学生が選択した曲。自

分の音楽を表現として発表できたか、今後の課題に付いて

の確認 

14.第１４回【遠隔授業】 

夏期講習会やオリンピック開催直前の混雑を避ける為に原

則遠隔授業。オンデマンド課題を送信。 

【事前・事後学習-前期】 

演習発表者は音取りをしてくる事。発声をしてくる事。 

【授業展開と内容-後期】 

1.【対面による演習予定】 

資料配布、資料視聴により次回からの選曲など 

後期はミュージカル作品やクロスオーヴァー作品を中心に

アンサンブルやソロの選択曲を学ぶ（１）背景について理解 

2.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（２）言葉と作品への理解 

3.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（３）奏法について ＃１前期で学んだ奏法を用い

ての歌唱確認  

4.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（４）奏法について ＃２定着  

5.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（５）奏法について ＃３音域による奏法の理解  

6.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（６）言葉から表現へ  

7.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（７）音色を掘り下げる ＃１確認  

8.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（８）音色を掘り下げる ＃２定着  

9.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（９）音色を掘り下げる ＃３工夫  

10.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（１０）作品として音楽を表現する ＃１確認  

11.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（１１）作品として音楽を表現する ＃２定着 

12.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（１２）表現と歌唱のバランスを中心に ＃１確認  

13.【対面による演習予定】 

曲を学ぶ（１３）表現と歌唱のバランスを中心に ＃２定着と

工夫  

14.【対面による演習予定】 

内容のまとめとして全員での演習発表会(後期はミュージカ

ル、クロスオーヴァー作品中心) ※演習の曲は受講する学

生が選択した曲。自分の音楽を表現として発表できたか、

今後の課題に付いての確認   

【事前・事後学習-後期】 

演習発表者は音取りをして来る事。（目安６０分） 

発表前には発声をしてくる事。（目安１０分） 
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【オフィスアワー】 

月曜日１０時〜１０時２０分調布教員室 

随時 unoki-eri@pl.tohomusic.ac.jp 

【教材】 

参考文献(譜面)   

『Die lustigewitwe』(請求記号：C23-688) 

     Miami: Edwin F Kalmus 

『The pirates of Penzance』(請求記号：B02-711) 

    London: Chapell 

『12 Lieder und Couplets : Sonderheft "Singspiel-Posse"』(請求記号：C97-245) 

    Berlin: Dreiklang-Dreimasken Bühnenn-und Musikverlag 

『Die Fledermaus』(請求記号：B06-260) 

    Musikverlag Cranz 

『オペレッタ名歌集』(請求記号：C36-621) 

 音楽之友社 

『オペレッタアリア名曲集』 

 ドレミ楽譜出版社 

『50Showstoppers TheBlackBook』 

『50Showstoppers TheWhiteBook』 

     Wise Publications ( the United States of America ) 

『ShowbyShow  BroadwayMusicals 1950-1959』 

     Hal Leonard Publishing Corporation 

『AndrewLloydWebber GOLD』 

     Hal Leonard Publishing Corporation 

『ウエストサイド物語全曲集』(請求記号：C47-174) 

    全音楽譜出版社 

『The Sound of Music』 

    YAMAHA MUSIC MEDIA CORPORATION  

『ディズニーソングス』 

   YAMAHA MUSIC MEDIA CORPORATION 

『MusicalBestCollection ピアノ弾き語り』 

    Shinko Music Pub. Co. Ltd. 

『The Singer’s Musical Theatre Anthology 

    Hal Leonard Publishing Corporation  

【その他】 

オンデマンド課題は基本的に月曜日の授業時間帯に配信、土曜日の 23:59 までにフィードバック受付終了。日曜日に担当講

師が目を通し月曜日の授業で内容確認発表。 
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858 女声合唱Ⅰ 

担当教員 友清 崇 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 本授業は、ピアノ専攻の必修科目である。合唱を通じてアンサンブルを学び、ハーモニー感など全体の音色を意識するバラ

ンス感覚を身につけていく。声楽の基本的な発声の習得を目指していき、さらに音楽的表現を学んでいく。ひとりひとりがしっ

かりと歌うことで成り立つ授業のため、授業への取り組む姿勢(出席率、授業態度)については真面目に臨んでもらいたい。 

【到達目標】 

発声法の技術の習得および取り組む合唱曲の演奏の充実。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻 大学１年生（１年次生） 

【授業の形式】 

対面 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価はおもに出席率によるが、居眠り、おしゃべりをして話しを聞いていない、楽譜で隠して携帯を見ている、ボーっとし

て歌っていないなど著しく授業態度に問題を感じ注意喚起をしても改善しない場合は、単位を認めない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～第 3 回 発声法ついて取り組む。パートを決める。 

4.～第 8 回 易しい曲を使い、発声・発音・アンサンブル等

基礎的な演習。 

9.～第 14 回 主要課題曲に取り組む。随時、季節に合わ

せた曲を追加。合唱を楽しむ。 

13.主要課題曲の仕上げ。 

14.主要課題曲の仕上げ。後期の曲目準備、全体のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～第 9 回 主要課題曲に取り組む。随時、季節に合わせ

た曲を追加。合唱を楽しむ。 

10.～第 14 回 主要曲を仕上げる。 

14.全体のまとめ。 

主要曲を発表。 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【オフィスアワー】 

金曜日授業前後、調布教員室 
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859 女声合唱Ⅰ 

担当教員 塚田 裕之 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 本授業の履修はピアノ専攻の学生にとって、アンサンブルを学ぶ良い機会となるだろう。合唱音楽を通して、器楽音楽にお

いて最も大切な「歌う」表現を身につけて欲しい。基本的発声の習得を目指し、純粋なハーモニーの美しさを表現する。さらに

母音の明瞭さと、子音の発音の明確さ、そして女声合唱特有の澄んだ響きを作っていく。 

 歌う為の体操に、呼吸法を行う。声を合わせることの「楽しさ」を味わうとともに、アンサンブルの力を養っていただきたい。 

曲目はミサ曲を始め、三善晃、木下牧子等の作品を取り上げたいと思います。 

ピアノ科専攻生必須ですが、他の楽譜の学生も歓迎しています。 

【到達目標】 

歌詞を喋る=息を使って歌うことを目標に、女声合唱での響きと、美しい発音に結びつける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻 大学 1 年生（1 年次生） 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席状況及び合唱への取り組みを評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.『対面』～6. 発声・ディクションを中心とした基礎的な演

習からアンサンブルへと展開する。 

7.『対面』～13. 主要な課題曲の分析と歌唱。あわせて各

回のテーマにそった曲を学びながらレパートリーを増やし

ていく。 

13.『対面』学習内容のまとめ 

14.『対面』今後の課題とその学習方法 

【事前・事後学習-前期】 

授業時に指示された楽譜の内容を検討、音源を聴いてくる。授業の内容を復習し関連の楽譜に触れる等、授業との関連を常

に意識しておく事。 

【授業展開と内容-後期】 

1.『対面』～9. 主要な課題曲の分析と歌唱。あわせて各回

のテーマにそった曲を学びながらレパートリーを増やしてい

く。 

10.『対面』～14. 主要曲を仕上げる。 

14.『対面』授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-後期】 

授業時に指示された楽譜の内容を検討、音源を聴いてくる。授業の内容を復習し関連の書籍に触れる等、授業との関連を常

に意識しておく事。 

 



 237 

【オフィスアワー】 

金曜日 5 限前後 

【教材】 

プリント配布 

 

860 女声合唱Ⅱ 

担当教員 宮本 益光 准教授 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

自らの身体を楽器と化し、音楽の基本ともいえる歌を学び、より良いアンサンブルを模索する。それにより音楽家としての基礎

能力の向上を目指す。合唱における基礎、発声、ハーモニー創り、詩の解釈、発語法など、必要な技術を学び、仲間とともに

音楽を創造する喜びを目指す。 

【到達目標】 

声楽の基礎を理解する。合唱に必要な技術を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻 大学 2 年生(大学 2 年次生)を原則とするが、他専攻他学年も歓迎する。 

【授業の形式】 

基本【対面】授業とするが、大勢での講義(歌唱)となるので、オンラインでの参加も柔軟に対応する。 

合唱による実習と演奏会(「合唱の夕べ」)への出演を主な目的とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

合唱は仲間とともに一つの作品を作り上げるものです。全員で稽古することが必須です。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

パート選別 

基礎訓練と実習 

2.基礎訓練と実習 

3.基礎訓練と実習 

4.基礎訓練と実習 

5.基礎訓練と実習 

6.基礎訓練と実習 

7.基礎訓練と実習 

8.基礎訓練と実習 

9.基礎訓練と実習 

10.基礎訓練と実習 

11.基礎訓練と実習 

12.基礎訓練と実習 

13.前期まとめ 

14.前期まとめ (オンラインによる) 

【授業展開と内容-後期】 

1.基礎訓練と実習 

2.基礎訓練と実習 

3.基礎訓練と実習 

4.基礎訓練と実習 

5.基礎訓練と実習 

6.基礎訓練と実習 
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7.基礎訓練と実習 

8.基礎訓練と実習 

9.基礎訓練と実習 

10.基礎訓練と実習 

11.基礎訓練と実習 

12.基礎訓練と実習 

13.基礎訓練と実習 

14.後期まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業時に指示する 

【オフィスアワー】 

金曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保する 

【教材】 

授業時に指示する 

 

861 女声合唱Ⅱ 

担当教員 加藤 洋朗 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

最も身近な演奏形態であろう「うた」を通して、音楽表現のあり方を追求する。主に近・現代の（邦人の）合唱作品に取り組む。

独立した個々の演奏者が互いに触発し融合していくアンサンブルの基本を体験する。 

歌うことに必要な基本的な訓練(発声・発音・ハーモニー等)を行い、同時に「歌い合わせる」ことの楽しみ・歓びを追求する授

業を目指す。 

【到達目標】 

音を出す自身の体と心をコントロールし育てていくことが、器楽の演奏上でも大変有意義であることを学んでいきたい。 

学年末に開催される「合唱の夕べ」に出演する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻  大学２年生（２年次生）を原則とするが、他専攻他学年も応相談とする。（希望があれば積極的に受け入れる。） 

【授業の形式】 

【対面】による合唱演習を原則とするが、感染症の状況を鑑みオンライン等を活用する場合もある。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

単位の認定には「合唱の夕べ」出演することを必須条件とするが、授業への出席率および取組みのあり方によっては出演を断

る場合もある。 

特に後期の出席状況を重視する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.【対面】ガイダンス・パート分け・インスペクターなどの選任

と基礎練習。 

2.【対面】基礎訓練と合唱演習 

3.【対面】基礎訓練と合唱演習 

4.【対面】基礎訓練と合唱演習 

5.【対面】基礎訓練と合唱演習 
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6.【対面】基礎訓練と合唱演習 

7.【対面】基礎訓練と合唱演習 

8.【対面】基礎訓練と合唱演習 

9.【対面】基礎訓練と合唱演習 

10.【対面】基礎訓練と合唱演習 

11.【対面】基礎訓練と合唱演習 

12.【対面】基礎訓練と合唱演習 

13.【対面】基礎訓練と合唱演習 

14.【対面】まとめ・前期の成果確認 

【事前・事後学習-前期】 

必要に応じて授業内で指示するが、限られた時間で「演奏会」の出演を目指す授業を効率よく進めるために、各自受講前に

譜読みに取組むことを求める。 

【授業展開と内容-後期】 

1.【対面】基礎訓練と合唱演習 

2.【対面】基礎訓練と合唱演習 

3.【対面】基礎訓練と合唱演習 

4.【対面】基礎訓練と合唱演習 

5.【対面】基礎訓練と合唱演習 

6.【対面】基礎訓練と合唱演習 

7.【対面】基礎訓練と合唱演習 

8.【対面】基礎訓練と合唱演習 

9.【対面】基礎訓練と合唱演習 

10.【対面】基礎訓練と合唱演習 

11.【対面】基礎訓練と合唱演習 

12.【対面】基礎訓練と合唱演習 

13.【対面】基礎訓練と合唱演習 

14.（合唱の夕べ出演） 

【事前・事後学習-後期】 

前期と同様。 

【オフィスアワー】 

必要がある場合、毎週の授業開始前に教員室で対応可能です。 

 

862 女声合唱 A 

担当教員 友清 崇 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

基本的な発声法の習得をめざし、そのことがもたらすハーモニーの美しさや純粋さに目をむけてもらう。易しい曲や親しみのあ

る曲から始め、母音の明瞭さと、子音の発音の明確さ、そして女声合唱特有の澄んだ響きも習得してゆく。歌唱を通じて楽曲

を演習していく為、授業への取り組む姿勢(出席率、授業態度)については積極的に臨んでもらいたい。教職課程では必修科

目である。 

【到達目標】 

発声法の技術の習得、合唱曲の演奏の充実。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻以外の女子（但しピアノ専攻の学生は 1・2 年次必修の合唱を修了した者） 

尚、同科目を合計 2 年間受講する学生は、A 及び B を 1 コマづつ履修することが望ましい。 

【授業の形式】 

対面 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価はおもに出席率によるが、居眠り、おしゃべりをして話しを聞いていない、楽譜で隠して携帯を見ている、ボーっとし

て歌っていないなど著しく授業態度に問題を感じ注意喚起をしても改善しない場合は、単位を認めない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～第 2 回 発声の仕方について取り組む。パートを決め

る。 

3.～第 6 回 易しい曲を使い発声、発音、アンサンブル等

基礎的な実習。 

7.～第 14 回 主要課題曲に取り組む。適時、他の曲も追

加。楽しめる曲等で合唱を楽しむ。 

14.後期の曲目準備、全体のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～第 8 回 主要課題曲に取り組む。適時、他の曲も追加。 

9.～第 14 回 主要曲を仕上げる。 

14.全体のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること。授業内容を復習し、関連の書籍に触れる等、授業と

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【オフィスアワー】 

木曜日授業前後、調布教員室 

 

863 女声合唱 B 

担当教員 福永 一博 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業では、合唱の「基礎」を学ぶ。合唱とは、声楽の技術に立脚した芸術であるので、楽器となる身体の使い方を知ること

からはじめ、呼吸、発声の基礎的な訓練を行う。他方、合唱とはアンサンブルの芸術であるので、「声を磨く」ことと同じかそれ

以上に「耳を育てる」ことが大切である。ハーモニーやアンサンブルを磨くための基礎的な訓練も同時に行なっていく。課題は

簡易な曲からはじめ、アカペラの作品、ピアノ付きの作品なども扱う。 

【到達目標】 

・声楽の基礎を身につけることができる。 

・アンサンブルの基本を身につけることができる。 

・合唱指導の方法を身につけることができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻以外の女子（但しピアノ専攻の学生は 1・2 年次必修の合唱を修了した者）  
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尚、同科目を合計 2 年間受講する学生は、A 及び B を 1 コマづつ履修することが望ましい。 

【授業の形式】 

対面によるものとする。合唱による実習を主とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.〜14.合唱実習 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示された作品の譜読みを事前に行なってくること。（目安 30-60 分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.〜14.合唱実習 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示された作品の譜読みを事前に行なってくること。（目安 30-60 分程度） 

【オフィスアワー】 

水曜日 14:00-16:30 調布教員室 

 

864 男声合唱 

担当教員 大津 康平 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

合唱作品の芸術性・魅力・楽しさを知り、より良い演奏の実現の為に、発声・解釈・アンサンブル的観点等から合唱における基

礎力を身につける。一人一人が奏者としての責任を持つ「個」と、集団で創作していく芸術であることから「和」の両面とも重視

し、合唱を通してコミュニケーション能力・協調性を高めることを目指す。 演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

合唱作品への理解を深め、基礎的な力を身につけ、「合唱の夕べ」にて成果発表する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

男子学生 

【授業の形式】 

【対面を中心】実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.パート分け 2.実習（〜１４回） 

【事前・事後学習-前期】 

予め楽譜は読み込み、次回に向けて復習をすること。 
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【授業展開と内容-後期】 

1.実習（〜１３回） 14.「合唱の夕べ」演奏会 

【事前・事後学習-後期】 

予め楽譜は読み込み、次回に向けて復習をすること。 

【オフィスアワー】 

金曜 5 限後  調布教員室 

 

865 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(伊) 

担当教員 藤川 泰彰 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

 前期は基礎的な発音の訓練と矯正の意味で、古典イタリア歌曲（アリア）などの中から教材として扱う。イタリア語の基本的な

発音の確認と練習、アクセントの位置の確認、声のポジションの確認、呼吸や様々な筋肉の使い方、日本語の発音との違いな

どを学ぶ。 

 後期は古典から近代までのイタリア歌曲やレチタディーヴォなど幅広く選曲する。 

一回の授業で一曲を履修する予定だが、後期は一曲が数回にわたることがある。履修者が均等に演習できるように配慮する。

また、適宜 Vaccaj などの練習曲を教材として取り扱うことがある。 

 前期・後期同様の授業展開で行う。 

【到達目標】 

①V と B、L と R、F と P の発音を区別して歌える。 

②イタリア語固有の発音である gl , gn , sc の発音ができる。 

③G(dℨ)を的確に発音できる。 

④consonati sonore e sorde の区別ができる。 

⑤vocali aperte e chiuse の区別ができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻大学２年生、研究生、ディプロマ生、科目等特別履修生。 

（発声練習などで声の準備をしておくこと) 

【授業の形式】 

対面方式で行う演習の授業。 

伴奏者は学校で用意。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.イタリア語の発音の基本(１)：アルファベットの発音、アク

セント、記号についての講義 

2.以降、実習：個人発表を通して各自の持つ課題を分析し

ながら解決していく 

Caro mio ben 

3.Nina 
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4.Amarilli 

5.Per la gloria d' adorarvi 

6.Sento nel core 

7.Begli occhi mercè! 

8.Nel cor più non mi sento 

9.Se tu della mia morte 

10.Già il sole dal Gange 

11.Vergin tutto amor 

12.Se tu m' ami 

13.前期学習成果の発表 

14.オンライン Live 授業 

成果発表後の総括と前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業に臨むにあたって実習する曲やその内容を予習し、自分の中の問題点を整理しておくこと(目安 1 時間程度)。 

毎回、授業で取り上げた課題は以降の実践に活かされるように復習すること(目安 1 時間程度)。 

日常的にこの分野に対して関心を持つようにこころがけ、仕組みや方法を分析できるように努めること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.イタリア語の発音の基本(２)：イタリア語とその発声のメカ

ニズムについて ｰ聞き取り課題ｰ 

2.Intorno all' idol mio 

3.Piacer d' amor 

4.Vaga luna che inargenti 

5.La promessa 

6.Me voglio fa' na casa 

①Recitativo 解説と実習 

7.②Recitativo 実習 

8.③Recitativo 実習 

9.O del mio amato ben 

10.L' ultima ebbrezza 

11.Sogno 

12.Non t' amo più 

13.後期のまとめ 

14.学習成果の発表 

【事前・事後学習-後期】 

授業に臨むにあたって実習する曲やその内容を予習し、自分の中の問題点を整理しておくこと(目安 1~2 時間程度)。 

毎回、授業で取り上げた課題は以降の実践に活かされるように復習すること(目安 1~2 時間程度)。 

授業内で出される課題は指定期間中に提出すること(目安 1~2 時間程度)。 

日常的にこの分野に対して興味・関心を持つことで仕組みや方法を分析する力を高め、より優れた技術を習得するように心が

けること。 

【オフィスアワー】 

水曜日 昼休みの時間 

【教材】 

・Recitativo の課題は後期に発表する。 

・例年、特殊な曲を教材とはしないが、選曲された中で数曲を入れ替える場合がある。 

・自分の楽譜は本人で準備すること。 

 

866 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(独) 

担当教員 大橋 ゆり 教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

歌唱のためのドイツ語発音法を学ぶ授業。前期は母音・子音の発音練習を中心に行う。また並行して、比較的平易な曲からリ

ートの実習を始めていく。後期は数曲のリートを取り上げ、正しい発音・詩の朗読・歌唱を学ぶ。一人ずつ歌う時間をできるだ
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けとってゆきたい。年度末には、課題曲の歌詞朗読と歌唱を暗譜で行う。 

【到達目標】 

歌唱のための正しいドイツ語発音を習得する。正しい口形や舌の位置、適確な呼気を身につけ、明瞭な発音を保ちつつ声の

流れを妨げない歌唱技術を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 大学 3 年生、ディプロマ生 

【授業の形式】 

【対面】演習形式 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ドイツ語のアルファベット・発音記号について 

2.母音の練習 

3.母音の練習 

4.母音の練習、変母音の練習 

5.変母音の練習 

6.変母音の練習、二重母音の練習 

7.二重母音の練習 

8.鼻音の練習 

9.鼻音の練習、子音の練習 

10.子音の練習 

11.子音の練習 

12.詩の朗読、リートの実習 

13.詩の朗読、リートの実習 

14.リートの実習 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくる事（目安２時間）。毎回授業内容を復習すること（目安 30 分）。歌唱演習に入ってからは、

事前に声をととのえておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.子音の練習 

2.子音の練習 

3.リートの実習 

4.子音の練習 

5.明瞭且つ滑らかな発音の練習 

6.明瞭且つ滑らかな発音の練習 

7.詩の朗読 

8.詩の朗読 

9.リートの実習 

10.リートの実習 

11.詩の朗読、リートの実習 

12.詩の朗読、リートの実習 

13.詩の朗読、リートの実習 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくる事（目安２時間）。毎回の授業内容を復習すること（目安 30 分）。歌唱演習に入ってから

は、事前に声をととのえておくこと。 

【オフィスアワー】 

火曜日 調布教室にて授業後に時間を確保する。 

【テキスト】 

1.歌唱のためのドイツ語発音法 髙折 續  

備考：WR04-901 

【教材】 

独和辞典（発音がカタカナ表記のものは不可） 

ドイツ・リート（授業時に適宜指示する） 
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867 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(仏) 

担当教員 駒井 ゆり子 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業では、フランス歌曲を歌うに必要な、舞台語としてのフランス語発音法を会得することを目的としている。明確な理解と

実践を助けるため、発音記号による指導も行うがそこに依存しないよう、発音記号付きの楽譜は使用しない。    

前期は、フランス語ディクションを中心に、後期は歌曲演習として、それぞれの声とキャラクターにあった作品を提供し、取り組

んでいく。フランス歌曲は、文学、美術、時代、風俗と密接な係わりがあるため、取り上げる作品の背景を理解出来るよう、多角

的に歌曲を捉えていく。 

演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

第一の目標は、何よりもまずフランス歌曲に興味を持って接してもらい、好きになってもらうこと。   

第二の目標は、学生一人一人が、自分に合ったフランス歌曲を自らの力で探し、勉強の方法を心得ていることで必要な情報

を集め、集めた情報から表現方法を探り、的確なテクニックで歌うことが出来ると自覚することである。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

【対面】講義と【対面】演習 

前期後期とも、最初の数回は講義のみ。その後は毎回講義と演習となる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.対面講義 

フランス語の読み方、発音についての講義Ⅰ 

発音記号の読み方、アルファベ、口腔母音＆鼻母音発音

表 

2.対面講義 

フランス語の読み方、発音についての講義Ⅱ 

フランス語つづりの読み方①＆② 

3.対面講義 

フランス語の読み方、発音についての講義Ⅲ 

フランス語つづりの読み方③＆④ 

4.対面講義 

フランス語の読み方、発音についての講義のおさらい 

フランスの童謡を使用し、歌唱の実践。 

5.対面講義 

ディクション演習Ⅰ  課題曲①Nuit d'étoiles(Debussy) 

6.対面講義 

ディクション演習Ⅰ  課題曲①Nuit d'étoiles(Debussy) 

7.対面講義 

ディクション演習Ⅰ  課題曲①Nuit d'étoiles(Debussy) 

8.対面講義 

ディクション演習Ⅱ  課題曲② Aurore (Fauré)  

9.対面講義 

ディクション演習Ⅱ  課題曲② Aurore (Fauré)  

10.対面講義 

ディクション演習Ⅲ  課題曲③Après un rêve (Fauré)  

11.対面講義 

ディクション演習Ⅲ  課題曲③Après un rêve (Fauré)  

12.対面講義 
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ディクションⅣ   課題曲④Viens! les gazons sont verts

（Gounod） 

13.対面講義 

ディクションⅣ   課題曲④Viens! les gazons sont verts

（Gounod） 

14.遠隔講義 

ディクション演習の中から自身で選んだ 1 曲をビデオで提

出 

 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を復習してくること。 

課題になっている曲を最低限音楽としてさらうこと。言葉が難しいことは理解しているので、それ以外のことはできるようにして

から授業に臨みたい。(目安各 3０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.対面講義 

フランス詩法、フランス詩史（ロマン派からシュールレアリス

ムまで）についての講義。 

2.対面講義 

フランス詩法を踏まえて、フォーレ「別れ」を実践する。詩型

を生かした演奏と共に、前期のディクションの確認もする。 

3.対面講義 

演習１    

演習形式で授業を進める。一回の授業で２人に実践しても

らう。    

割り当てられた曲の背景、また作曲家、詩人の人生や曲の

スタイルを学びながら、正しいディクションで歌うために必要

なテクニックを習得する。今年はあまり歌われる機会の少な

いサン=サーンスの記念年なので、今まで取り上げなかった

作品も積極的に組み込んでいく。 

4.対面講義  演習 2 

5.対面講義  演習 3 

6.対面講義  演習 4 

7.対面講義  演習 5 

8.対面講義  演習 6 

9.対面講義  演習 7 

10.対面講義  演習 8 

11.対面講義  演習 9 

12.対面講義  演習 10 

13.対面講義  演習 11 

14.対面講義 

試験：後期演目の中から 1 曲、または２曲の発表。 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した曲を仕上げてくること。譜読みは絶対です。演奏がままならないと講義内容までたどり着かないことがあるの

で準備は必須です。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

いつでもメールで連絡してください。komai-yuriko@pl.tohomusic.ac.jp 

 

868 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(日) 

担当教員 宮本 益光 准教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

日本語の音声学・音韻論を理解し、舞台語発音としていかに機能させるべきかを習得する。唱歌、日本歌曲、日本語訳詞に

よる作品など、日本語の歌詞を持つ作品をテキストとし、演習形式で発語の実際を学ぶ。また、発語と発声の良好な関係を築

くことができるよう研究することも目的とする。日本歌曲史についても触れていく。 
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【到達目標】 

日本語の音声学・音韻論の基礎を習得する。自らの歌唱法を駆使しつつ、日本語歌詞を舞台語として発語できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 3・4 年生 

【授業の形式】 

【対面】演習形式で行う。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス  小学唱歌集 

2.瀧廉太郎作品 

3.小松耕輔・梁田貞・本居長世・中山晋平作品 

4.山田耕筰作品 1 

5.山田耕筰作品 2 

6.山田耕筰作品 3 

7.信時潔作品 

8.弘田龍太郎・成田為三作品 

9.橋本国彦作品 

10.平井康三郎作品 

11.清水脩・高田三郎作品 

12.石桁真礼生作品 1 

13.明治・大正時代の文部省唱歌 

14.授業内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

楽譜はこちらで準備、配布します。配布したものに関してはそれぞれが演奏できるよう、あらかじめ学習してくることを希望しま

す。 

【授業展開と内容-後期】 

1.中田喜直作品 1 

2.中田喜直作品 2 

3.團伊玖磨作品 1 

4.團伊玖磨作品 2 

5.大中恩作品 

6.湯山昭作品 

7.三善晃作品 

8.昭和の文部省唱歌 

9.木下牧子作品 1 

10.木下牧子作品 2 

11.信長貴富作品 1 

12.加藤昌則作品 1 

13.加藤昌則作品 2 

14.まとめ 今後の発展と課題について 

【事前・事後学習-後期】 

楽譜はこちらで準備、配布します。配布したものに関してはそれぞれが演奏できるよう、あらかじめ学習してくることを希望しま

す。 

【オフィスアワー】 

金曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保する 

【教材】 

基本的にこちらから配布します。詳細は授業時に指示します。 
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869 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(露) 

担当教員 渡部 智也 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業ではロシア歌曲、ロシアオペラを歌うにあたり、あるいは詩を朗読するにあたり、必要なロシア語の読み方を学びます。

発音については、前期はロシア語を読み方になれるまで、発音をカタカナ、またはアルファベットで変換して説明しますが、後

期からは変換無しで読めるようにします。曲目は前期は比較的平易な歌曲（課題曲）、後期は代表的なロシア人作曲家の歌

曲（複数から選択）を取り上げます 

【到達目標】 

ロシア語による詩の朗読、歌唱 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学１年以上の声楽専攻生、および大学１年以上のすべての専攻生 

【授業の形式】 

【対面】演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ロシア語の発音について 

2.課題曲①チャイコフスキー「ただ憧れを知るものだけが」

について 

3.課題曲①の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

4.歌唱、朗読練習  まとめ 

5.課題曲②ラフマニノフ「夢」（作品８の５）について 

6.課題曲②の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

7.歌唱、朗読練習  まとめ 

8.課題曲③グリンカ「炎は血に燃えて」について 

9.課題曲③の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

10.歌唱、朗読練習  まとめ 

11.課題曲④ラフマニノフ「リラ」について 

12.課題曲④の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

13.歌唱、朗読練習  まとめ 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、課題の曲を練習しておくこと。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.チャイコフスキー・ラフマニノフ  曲を選択しロシア語を読

む 

2.選択曲の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

3.歌唱、朗読練習 

4.歌唱、朗読練習  まとめ 

5.グリンカ・ダルゴムィシスキー  曲を選択しロシア語を読

む 

6.選択曲の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

7.歌唱、朗読練習 

8.歌唱、朗読練習 まとめ 

9.ロシア五人組  曲を選択しロシア語を読む 

10.選択曲の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

11.歌唱、朗読練習 

12.歌唱、朗読練習 まとめ 

13.後期学習内容のまとめ① 

14.後期学習内容のまとめ② 
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【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、課題の曲を練習しておくこと。また授業でとりあげた作曲家の代表的な歌曲

を聞き理解を深めておくこと。(目安３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

木曜日調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【テキスト】 

1.ロシア歌曲集Ⅰ（第 3 版） 小野光子 2014 年 \2,600 978-4-11-714921-0  

備考：C46-157 

【教材】 

ロシア歌曲集 2 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-714901-2 

グリンカ歌曲集 川本伸子 編 全音 ISBN978-4-11-714602-8  

チャイコフスキー歌曲集 1 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-714600-4 

チャイコフスキー歌曲集 2 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-714621-9  

ムソルグスキー歌曲集 岸本力 編 全音 ISBN978-4-11-714601-1 

リムスキイ=コルサコフ歌曲集 川本伸子 編 全音 ISBN978-4-11-714605-9 

ラフマニノフ歌曲選集 岸本力 編 カワイ出版 ISBN 978-4-7609-4141-4 

ラフマニノフ歌曲選集 2 岸本力 編 カワイ出版 ISBN 978-4-7609-4172-8 

ロシアオペラ・アリア選集 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-717125-9 

 

871 室内楽講座 A(ﾋﾟｱﾉ) 

担当教員 藤井 一興 特任教授 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ベートーヴェンのヴァイオリンとピアノの為のソナタ全 10 曲をめぐって、その構成とオーケストレーションについて。 

【到達目標】 

ベートーヴェンのヴァイオリンソナタは、10 曲とも異なる人格をもち、ピアノの音色造りも違うと思うので、そのバランスの差をよく

聴きとって欲しい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

基礎的な和声楽式の知識 

【授業の形式】 

【対面】講義と演習を両立したい。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.常に弦楽四重奏の合奏をイメージして 

ベートーヴェン op.12-1  

第 1 楽章 D-dur 4/4 拍子 休符の扱い、バスのラインを

保持すること。 
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第 2 楽章 主題と変奏 A-dur 2/4 拍子 アウフタクトの呼

吸に注意。 

第 3 楽章 D-dur 6/8 拍子 ピアノの伴奏形のキザミに注

意。弦楽四重奏を想定しましょう。 

2.op.12-2 倍音の発音を明確に。リズムの意味を考えるこ

と。水面下のリズムの支えに気をつけましょう。 

第 2 楽章 減 4 度の音程 fp の造り方、厳格なアーティキュ

レーションを求めて。 

第 3 楽章 左手の美しい弾き方について。 

3.op.12-3 拍を支えるヒント。 

第 2 主題右手内声の造り方。終結部の休符のカノンの考え

方。 

第 2 楽章 オーケストレーションの重要性。左手のリズムの

造り方。ナポリ調への転調を意識して。55 小節の拍を分割

するマナー。 

第 3 楽章 ホルン 5 度を意識しましょう。展開部同主短調に

注意。 

4.1 番 op.12-1、2 番 op.12-2、3 番 op.12-3 のまとめ 

5.op.23 

第 1 楽章 ライン 下降と上降のリズムの展開 

第 2 楽章 対位的リズムによる対話。 

第 3 楽章 相反するピアノの動きと、ヴァイオリンの属音と主

音の保続から展開されるリズムの生命感に注目。 

展開部におけるピアノの自由な対位法にも心を奪われてし

まう。展開部がどういう音色造りをするか、皆様とじっくり考

えてみたい。 

6.5 回と 6 回で 4 番とスプリングソナタを勉強して、7 回でこ

の 2 曲のまとめをしたい。 

op.24 

第 1楽章 刺繡と経過の妙味。推移部における転調経過の

素晴らしさ。 

第 2 楽章 主題のオーケストラ的な自由な発想を、どのよう

に構成するのか？ 

展開部、1 主題と 2 主題の組み合わせをオーケストラで考

えてみると？ 

第 2 楽章の根底に流れるリズムの美しさと発想の柔軟性。 

第 3 楽章 リズムと両手の独立に注意。 

第 4 楽章 アーティキュレーションを生き生きと。展開部 3

連音符のリズムに注意。 

7.4 番と 5 番のまとめ 

8.op.30-1 をめぐって 

第 1楽章 弦楽三重奏を想い浮かべて、ラインの構成、リズ

ムモティーフの呼吸。休符の存在。展開部における節約さ

れたエネルギーとその美学。 

第 2 楽章 静寂な緊張を呼吸する左手。 

第 3 楽章 主題と変奏。左手のラインの重要性。 

9.op.30-2 

リズムを分析して、置かれた休符の意味、透徹した音価の

尊重。 

第 2 楽章 上拍の呼吸。細分化される音価の必然。 

第 3 楽章 問われるオーケストレーションの多様性。 

第 4 楽章 弦楽からオーケストラへ拡大するベートーヴェン

の本能の素晴らしさ。 

10.6 番と 7 番のまとめ 

11.op.30-3 

第 1 楽章 圧縮されたリズムとその解放。上拍の構成の立

体性。展開部みなぎる置かれた休符の息吹。 

第 2 楽章 メヌエット企画された舞曲のエレガンス。 

第 3 楽章 保続低音の意味とそれから解放される自由。 

12.op.47 

第 1 楽章 転調の力学。積み重ねられたモティーフの水面

下でのエネルギーの蓄積。常にオーケストラを喚起する、

ベートーヴェンの音像の柔軟性。 

第 2楽章 主題と変奏を広がるイメージの為のリズムの細分

化。 

第 3 楽章 リズムの集積が繰り広げる緻密なアンサンブル。 

13.8 番と 9 番のまとめ。 

14.op.96 

第 1 楽章 弦の倍音とピアノ支えが宙で戯れる室内楽。 

第 2 楽章 深淵なバスとリズムの細分化の即興性をともなっ

た構成。scherzo から poco allegretto 自由な発想から生ま

れるオーケストレーション。      

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.前期ではベートーヴェンを中心に授業を展開したが、後

期は近現代のフランス音楽を中心に進めたい。 

フォーレ ヴァイオリンソナタ第 1 楽章 op.13 

フォーレ 初期の語法における呼吸のすばらしさと声楽から

生まれるレガート奏法。 

2.1 第 1 回で第 1,2 楽章、第 2 回で第 3,4 楽章を研究す
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る。 

3.ドビュッシー ヴァイオリンとピアノの為のソナタ 

ドビュッシーの晩年の音色をチョイスする課程でのプロセス

を研究する。音楽と美術の照応。 

4.ドビュッシーのまとめ。 

5.ラヴェル ヴァイオリンとピアノの為のソナタ 

対位法的書法が成就する新古典な幸福 サウンドのプロセ

スの研究 

6.ラヴェルのまとめ 

7.フォーレのピアノトリオ 

フォーレの晩年の室内楽 ヴァイオリンとの色彩とチェロと

の支えの中にあって総体的に俯瞰する法を研究する。 

8.フォーレのまとめ。 

9.ドビュッシーのピアノトリオ 

初期の語法を研究し、第 1 楽章の性格の研究とボーイング

とピアノとの基本的な造型について研究されたい。 

10.ドビュッシーのまとめ。 

11.ラヴェルのピアノトリオ 

第 1 楽章におけるリズムへの呼吸と 2 楽章ピチカートとピア

ノのタッチとの関連性 

第 3 楽章 スローな移弦を助けるピアノの和声 

第 4 楽章 光を受けた古典な積み重ねとリズムとピアノへの

バランスの考察。 

ラヴェルは 11、12 回で研究する。 

12.ラヴェルのピアノトリオ 

第 1 楽章におけるリズムへの呼吸と第 2 楽章ピチカートとピ

アノのタッチとの関連性 

第 3 楽章 スローな移弦を助けるピアノの和声 

第 4 楽章 光を受けた古典な積み重ねとリズムとピアノへの

バランスの考察。 

ラヴェルは 11、12 回で研究する。 

13.世の終わりの為の四重奏曲メシアン 

メシアンのハーモニーの独自性を研究し、鳥にシンボルを

求めた作曲家の神秘をさぐる。 

14.世の終わりの為の四重奏曲メシアン 

メシアンのハーモニーの独自性を研究し、鳥にシンボルを

求めた作曲家の神秘をさぐる。 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくること。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目安各６０分)  

【オフィスアワー】 

授業前後に時間を確保します。 

 

873～875 指揮法 A･B･C 

担当教員 高山 美佳 講師 曜日時限 

木 3 時限 

金 2 時限 

金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

〈指揮の勉強・実習〉 

指揮を振るための基本的な姿勢（バトンテクニック、音楽表現の方法など）を学びながら、音楽家にとって大切なコミュニケーシ

ョン力を高める。（指揮を振る側と、演奏する側の両方を体験する） 

藤秀雄の伝統をしっかりと伝えながら、指揮を振ることの本当の難しさ（音を出さないで相手に伝えること、その場の雰囲気を

作ることなど）を体感し、音楽人生に生かしてもらう。また、様々なことに耳を傾け、更に視野を広げて頂きたい。 

【到達目標】 

指揮法教程を中心に、様々な拍子を振れるように学ぶ。 

オーケストラを振る度胸を付ける。 
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指揮を振ることを通して、それぞれの専門楽器に視点を変えて生かす。 

仲間と協力し合いながら、奏者集め〜発表に至るまでのプロセスを考える。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学 3 年生以上 

【授業の形式】 

【対面】講義、演習、演奏、視聴など  

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席・平常点・授業のまとめを総合的に勘案して成績評価する。 

特に、出席重視（遅刻に関しても） 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入（指揮法の授業を始めるにあたっての講義） 実力

チェック  DVD 視聴  ウォーミングアップ 

※遠隔での参加希望が多い場合、適宜遠隔授業を取り入

れる可能性がある。 

2.脱力&練習題 No.1 

3.練習題 No.1&No.2 

4.練習題 No.2&No.3 

5.練習題 No.3&No.4 

6.練習題 No.4&No.5 

7.ベートーヴェン交響曲第 1 番&練習題 No.6 

8.練習題 No.6&No.7 

9.練習題 No.7&No.8 

10.ワルツ打法（美しく青きドナウを参考に） 

11.簡単な変拍子の曲など（ウエストサイドストーリー・ディベ

ルティメント・春の祭典） 

12.全練習曲の復習 

13.学習内容のまとめ 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解すること。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を指

定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。よく分からないことは質問すること。（目安 30-60 分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.ピアノ曲を振る（ブルクミュラー） 

2.ピアノ曲を振る（ベートーヴェン・ショパン・シューマンなど） 

3.ピアノ曲を振る&発表グループ決め 

4.グループ発表日決め&グループ曲決め&DVD 視聴（分析） 

5.弦合奏を振る&グループ発表準備 

6.グループ発表① 

7.グループ発表② 

8.グループ発表③ 

9.グループ発表④ 

10.グループ発表⑤ 

11.グループ発表⑥ 

12.学習内容のまとめ対策（ABC 共通課題への取り組み） 

13.学習内容のまとめ（ピアノ） 

14.学習内容のまとめ（オーケストラ） 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解すること。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を指

定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。よく分からないことは質問すること。（目安 30-60 分程度） 

【オフィスアワー】 

木曜日・金曜日 お昼休み 教員室 or008 

【テキスト】 

1.指揮法教程【改訂新版】 斎藤秀雄 2010 年 \2,916 9784276141100  

【教材】 

スコア（運命・美しく青きドナウなど） 
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951～954 オーケストラ 

担当教員 

蠣崎 耕三 教授 

長谷川 潤 教授 

亀井 良信 准教授 

倉田 優 講師 

神谷 敏 特任教授 

猶井 正幸 特任教授 

小島 光 特任講師 

近藤 高顕 特任講師 

曜日時限 

木 5 時限 

木 6 時限 

金 4 時限 

金 5 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 1～2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

【定時オケ】  は、毎週決まった曜日に行う授業。 

「Ｂ(中級)オケ(木曜日Ⅴ・Ⅵ)」、「Ｃオケ(金曜日Ⅳ・Ⅴ)」の２つを設定する。 

【特定オケ】  は、演奏会に向けて決めた練習日程（8 回以上）を行い、本番を行う。 

演奏家としての経験を踏まえ教育を行う。 

【到達目標】 

Ｂ(中級)オケ：古典からロマン派、近代へとレパートリーの幅を広げ、オーケストラ演奏に不可欠なアンサンブル能力や奏法を

学び、楽曲に対する理解を深める。 

Ｃ(基礎)オケ：主に古典を中心とした楽曲を取り上げ、弦・管打分奏による授業を行いながら、オーケストラ実習に必要な様々

な基礎を学習する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

定時(Ｂオケ)  木曜日Ⅴ、Ⅵ時限  弦楽器(大１Ａ、  大２Ｂ) 管打ハープ(年度当初に発表) 

定時(Ｃオケ)  金曜日Ⅳ、Ⅴ時限  弦楽器(高３弦、大１Ｂ) 管打ハープ(年度当初に発表) 

特定(Ⅰ，Ⅱなど)  オケごとに設定原則 18-21 時  弦楽器(エントリー) 管打ハープ(担当教員による指名) 

【授業の形式】 

【対面】演習。 合奏実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価はおもに出席率や平常点を総合的に判断して行う。特に出席を重視する。無断での欠席、遅刻は認めない。 

【事前・事後学習-前期】 

演奏する楽曲のスコアや音源などを利用して合奏や分奏への準備をしておく。 

【事前・事後学習-後期】 

演奏する楽曲のスコアや音源などを利用して合奏や分奏への準備をしておく。 

【オフィスアワー】 

オーケストラ授業の前後、仙川教員室で。 
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【教材】 
授業時に指示する（特定オケ：別途掲示する） 
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