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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】 

講義及び演習。 

【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】 

試験又はレポート 

【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。 

12.変奏曲形式で書かれたピアノ・ソナタの楽章、ピアノ曲

の分析。 

13.変奏曲形式で書かれた弦楽四重奏曲の楽章の分析。 

14.試験又はまとめ。 

【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。 

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。 
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14.ラヴェル、「マ・メール・ロア」～。オーケストレーションに

ついて。 

【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。 

【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 
金子 仁美 教授 

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 

【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 

【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 

【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.音楽の基本的構成要素① Schumann: Album für die 

Jugend op.68. Nr.21 

2.音楽の基本的構成要素② Schumann: Album für die 

Jugend op.68. Nr.21 

3.音楽の基本的構成要素③ Bach: Invention BWV.772 

4.音楽の基本的構成要素④ Bach: Invention BWV.772 

5.音楽の基本的構成要素⑤ Stravinsky:  Gailliarde 

6.形式と主題① Mozart: Sonate für Violine und Klavier 

K.304 

7.形式と主題② Mozart: Sonate für Violine und Klavier 

K.304 

8.旋律法 Bach: Ouvertüre Nr.3. BWV.1068 

9.和声法 ① Schumann: Am Leuchtenden Sommermorgen 

op.48. Nr.12 

10.和声法 ② Bartok: A l’orientale ( Mikrokosmos,vol 

2.no.58)、Schoenberg: Walzer (5 Klavierstüke, op.23, Nr.5) 

11.対位法① Bach: Fugue BWV.866 

12.対位法② Schoenberg: Streichquartett Nr.4 

13.リズム法 Brahms: Symphonie Nr.3 

14.楽器法とオーケストレーション Ravel: Daphnis et Chloé  
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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】 

講義及び演習。 

【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】 

試験又はレポート 

【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。 

12.変奏曲形式で書かれたピアノ・ソナタの楽章、ピアノ曲

の分析。 

13.変奏曲形式で書かれた弦楽四重奏曲の楽章の分析。 

14.試験又はまとめ。 

【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。 

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。 
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【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.オリエンテーション 

2.三部形式の楽曲①：Mozart 

3.三部形式の楽曲②：Schumann 

4.三部形式の楽曲③：Webern 

5.対位法による楽曲①：Palestrina, Bach 

6.対位法による楽曲②：Beethoven 

7.対位法による楽曲③：Schönberg 

8.ソナタ形式①：Haydn 

9.ソナタ形式②：Beethoven 

10.ソナタ形式③： Boulez 

11.さまざまな形式①：Guillaume de Machot  

12.さまざまな形式②：Brahms 

13.さまざまな形式③：Bartòk 

14.さまざまな形式④：Messiaen 

【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 

 

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 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】 

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】 

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 

○  ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

発表 出席率 授業への取り組み テストで評価します 
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【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.ロンド形式について 

8.ロンド形式（拡大 変形された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、序と結尾のともなった変奏曲について 

12.実習 2（変奏曲をグループで作曲する） 

13.グループで変奏曲を発表する 

14.試験 

【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.民族的な楽曲について 

2.フランス式序曲について 

3.リトルネッロ形式について 

4.ソナタ形式について（古典派） 

5.ソナタ形式について（ロマン派） 

6.ソナタ形式についてグループ発表準備 

7.ソナタ形式についてグループ発表 

8.循環形式について 

9.グレゴリオ聖歌について 

10.カノンについて 

11.フーガの基本的な技法について 

12.フーガについて（17 世紀～18 世紀の曲を扱う） 

13.フーガについて（古典派以降の曲を扱う） 

近代 現代の音楽について 

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） 

【オフィスアワー】 

授業後に対応いたします 

 

491 和声法Ⅰ1 

担当教員 面川 倫一 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 年 

 

【授業の概要】 

和声に関してまったくの初学者／音楽高校で少し触った／独習である程度理解している等、クラス内に個人差はあるにせよ、

概ねこれから各種の音楽理論を学ぼうという段階の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・整理するところから始めたいと思います。森を見てから木に。「機能和声」「数字付き和声」「コードネーム」「音楽史」

「昭和・平成・令和」等がキーワードです。それらを踏まえ、初〜中級程度のバス課題（機能・数字）が実施できるようになってく

ださい。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。 

・実際のピアノ曲や管弦楽曲等における各種和音の用例と効果の把握。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

【履修資格】B コース 1 年生。和声法Ⅰ6 も同じ授業内容ですが必ず指定のクラスで受講すること。 
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【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.オリエンテーション 

2.三部形式の楽曲①：Mozart 

3.三部形式の楽曲②：Schumann 

4.三部形式の楽曲③：Webern 

5.対位法による楽曲①：Palestrina, Bach 

6.対位法による楽曲②：Beethoven 

7.対位法による楽曲③：Schönberg 

8.ソナタ形式①：Haydn 

9.ソナタ形式②：Beethoven 

10.ソナタ形式③： Boulez 

11.さまざまな形式①：Guillaume de Machot  

12.さまざまな形式②：Brahms 

13.さまざまな形式③：Bartòk 

14.さまざまな形式④：Messiaen 

【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 

 

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 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】 

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】 

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 

○  ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

発表 出席率 授業への取り組み テストで評価します 
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【予備知識】楽典を復習しておいてください。 

【授業の形式】 

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 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・3 分の 2 の出席率と、前期と後期の試験をいずれも受験していることが前提。 

・授業態度、積極性を最重視します。 

【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 - 第二転回（4） 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

【事前学習】次回授業範囲のプリントを読んでおくこと（目安 15 分）。 

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 45 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.属七和音（5） 

7.副七和音（1） 

8.副七和音（2） 

9.属九和音（1） 

10.属九和音（2） 

11.属九和音（3） 

12.属九和音（4） 

13.属九和音（5） 

14.後期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

【事前学習】次回授業範囲のプリントを読んでおくこと（目安 15 分）。 

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 45 分）。 

【オフィスアワー】 

金曜 3 限後／調布教員室 

【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（毎回使用するわけではありません）。 

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。 

基本的にプリントを配布して授業を進めます。 

五線ノートは必須。 
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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】 

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。 

【到達目標】 

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) 

初回の授業の前に掲示がありますので、必ず指定されたクラスを受講して下さい。 

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回目の前まででし

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

【授業の形式】 

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】 

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。 

昨年度の講義では、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りました。 

【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 

13.３和音の第２転回位置 

14.学習内容のまとめ・課題の解説・今後の課題 
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【予備知識】楽典を復習しておいてください。 

【授業の形式】 

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 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・3 分の 2 の出席率と、前期と後期の試験をいずれも受験していることが前提。 

・授業態度、積極性を最重視します。 

【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 - 第二転回（4） 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

【事前学習】次回授業範囲のプリントを読んでおくこと（目安 15 分）。 

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 45 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.属七和音（5） 

7.副七和音（1） 

8.副七和音（2） 

9.属九和音（1） 

10.属九和音（2） 

11.属九和音（3） 

12.属九和音（4） 

13.属九和音（5） 

14.後期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

【事前学習】次回授業範囲のプリントを読んでおくこと（目安 15 分）。 

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 45 分）。 

【オフィスアワー】 

金曜 3 限後／調布教員室 

【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（毎回使用するわけではありません）。 

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。 

基本的にプリントを配布して授業を進めます。 

五線ノートは必須。 
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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.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.属９の和音 

13.Ｄ諸和音の総括 

14.学習内容のまとめ・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引き続き作る予定です。クリア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。 

それから、今までに期末試験等の為に自作した課題の実施や解説も行う予定です。課題は２つの難易度で用意しています。 

① バス課題として実施 ② 和音記号のみを書く(模範解答が書かれている) 

和声や和音記号に慣れてもらい実作品の分析等をする時に役立つ技能を身に着けて欲しいと思います。 

 

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) 
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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】 

プリントや教科書による４声体の実施を中心に、適宜、楽曲分析等を交えながらすすめます 

５線紙はもってくること 

【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 

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 
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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.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.属９の和音 

13.Ｄ諸和音の総括 

14.学習内容のまとめ・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引き続き作る予定です。クリア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。 

それから、今までに期末試験等の為に自作した課題の実施や解説も行う予定です。課題は２つの難易度で用意しています。 

① バス課題として実施 ② 和音記号のみを書く(模範解答が書かれている) 

和声や和音記号に慣れてもらい実作品の分析等をする時に役立つ技能を身に着けて欲しいと思います。 

 

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) 
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【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】 

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.ガイダンス 

2.～7. 基本三和音の連結 

8.～11. 三和音の第１転回 

12.～13. 三和音の第２転回 

14.前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

課題の実施 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.～5. 属七の和音 

6.～9. 属七の和音（根音省略形） 

10.～13. 属九の和音 

14.後期まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

前期と同様課題の実施 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 
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【テキスト】 

1.「和声—理論と実習Ⅰ」 池内友次郎 他著 1964 年  

【教材】 

必要に応じてプリント配布する 

【その他】 

履修者は A４版（１２段）のノートを使用すること。 

 

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】 

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.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 

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

っかり覚えてくること。 

【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 
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【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】 

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.ガイダンス 

2.～7. 基本三和音の連結 

8.～11. 三和音の第１転回 

12.～13. 三和音の第２転回 

14.前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

課題の実施 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.～5. 属七の和音 

6.～9. 属七の和音（根音省略形） 

10.～13. 属九の和音 

14.後期まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

前期と同様課題の実施 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 
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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 

14.２度の７の和音の７音の扱い方について 

【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】 

和声に関してまったくの初学者／音楽高校で少し触った／独習である程度理解している等、クラス内に個人差はあるにせよ、

概ねこれから各種の音楽理論を学ぼうという段階の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・整理するところから始めたいと思います。森を見てから木に。「機能和声」「数字付き和声」「コードネーム」「音楽史」

「昭和・平成・令和」等がキーワードです。それらを踏まえ、初〜中級程度のバス課題（機能・数字）が実施できるようになってく

ださい。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。 

・実際のピアノ曲や管弦楽曲等における各種和音の用例と効果の把握。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

【履修資格】B コース 1 年生。和声法Ⅰ1 も同じ授業内容ですが必ず指定のクラスで受講すること。 

【予備知識】楽典を復習しておいてください。 

【授業の形式】 

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 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・3 分の 2 の出席率と、前期と後期の試験をいずれも受験していることが前提。 

・授業態度、積極性を最重視します。 
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【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 - 第二転回（4） 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

【事前学習】次回授業範囲のプリントを読んでおくこと（目安 15 分）。 

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 45 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.属七和音（5） 

7.副七和音（1） 

8.副七和音（2） 

9.属九和音（1） 

10.属九和音（2） 

11.属九和音（3） 

12.属九和音（4） 

13.属九和音（5） 

14.後期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

【事前学習】次回授業範囲のプリントを読んでおくこと（目安 15 分）。 

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 45 分）。 

【オフィスアワー】 

木曜 5 限後／調布教員室 

【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（毎回使用するわけではありません）。 

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。 

基本的にプリントを配布して授業を進めます。 

五線ノートは必須。 

 

497 和声法Ⅰ7 

担当教員 松波 匠太郎 講師 曜日時限 水 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】 

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。 
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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 

14.２度の７の和音の７音の扱い方について 

【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】 

和声に関してまったくの初学者／音楽高校で少し触った／独習である程度理解している等、クラス内に個人差はあるにせよ、

概ねこれから各種の音楽理論を学ぼうという段階の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・整理するところから始めたいと思います。森を見てから木に。「機能和声」「数字付き和声」「コードネーム」「音楽史」

「昭和・平成・令和」等がキーワードです。それらを踏まえ、初〜中級程度のバス課題（機能・数字）が実施できるようになってく

ださい。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。 

・実際のピアノ曲や管弦楽曲等における各種和音の用例と効果の把握。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

【履修資格】B コース 1 年生。和声法Ⅰ1 も同じ授業内容ですが必ず指定のクラスで受講すること。 

【予備知識】楽典を復習しておいてください。 

【授業の形式】 

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 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・3 分の 2 の出席率と、前期と後期の試験をいずれも受験していることが前提。 

・授業態度、積極性を最重視します。 
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【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.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 課題練習と応用 

14.前期まとめ 

【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） 課題練習と応用 

13.D 諸和音の総括 

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、

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。 

【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。 

 

 

 

132



 133

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  

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】 

プリントや教科書による４声体の実施を中心に、適宜、楽曲分析等を交えながらすすめます。 

５線紙はもってくること 

【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 
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【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.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 課題練習と応用 

14.前期まとめ 

【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） 課題練習と応用 

13.D 諸和音の総括 

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、

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。 

【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。 
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【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】 

【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にとって、和音／和声のさまざまな考

え方を（これまでの復習を含めて）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。  

・実際のピアノ曲や管弦楽曲等における各種和音の用例と効果の把握。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

【履修資格】B コース 2 年生以上（クラス指定）。 

【授業の形式】 

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 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・3 分の 2 の出席率と、前期と後期の試験をいずれも受験していることが前提。  

・授業態度、積極性を最重視します。 

【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 
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【事前・事後学習-前期】 

【事前学習】次回授業範囲のプリントを読んでおくこと（目安 15 分）。  

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 45 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.さまざまな S 和音（14） 

7.近親転調（1） 

8.近親転調（2） 

9.近親転調（3） 

10.ソプラノ課題（1） 

11.ソプラノ課題（2） 

12.ソプラノ課題（3） 

13.和音外音を含む和声入門 

14.後期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

【事前学習】次回授業範囲のプリントを読んでおくこと（目安 15 分）。  

【事後学習】課題を実施しピアノで弾くこと（目安 45 分）。 

【オフィスアワー】 

木曜 5 限後／調布教員室 

【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（毎回使用するわけではありません）。  

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。  

基本的にプリントを配布して授業を進めます。  

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 

 

【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   

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】 

プリントや教科書による４声体の実施を中心に、適宜、楽曲分析等を交えながらすすめます。 

５線紙はもってくること 
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【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】 

【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にとって、和音／和声のさまざまな考

え方を（これまでの復習を含めて）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。  

・実際のピアノ曲や管弦楽曲等における各種和音の用例と効果の把握。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

【履修資格】B コース 2 年生以上（クラス指定）。 

【授業の形式】 

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 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

・3 分の 2 の出席率と、前期と後期の試験をいずれも受験していることが前提。  

・授業態度、積極性を最重視します。 

【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 
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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.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  

 

501 和声法Ⅱ4 

担当教員 松波 匠太郎 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 2 年 

 

【授業の概要】 

４声体バス、ソプラノ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。 
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【到達目標】 

より多くのサブドミナント和音を理解し、分析、演奏など自らの専攻分野への応用力を養う。 

【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】 

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年次の復習 

2.II7 の和音 概説 

3.II7 の和音 課題練習 

4.II7 の和音 課題練習と応用 

5.準固有和音 概説 

6.準固有和音 課題練習 

7.準固有和音 課題練習と応用 

8.ドッペルドミナント 概説 

9.ドッペルドミナント 課題練習 

10.ドッペルドミナント ７の概説と課題練習 

11.ドッペルドミナント ７の課題練習と応用 

12.ドッペルドミナント ９の概説と課題練習 

13.ドッペルドミナント 下方変位の概説と課題練習 

14.前期まとめ 

【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.Ⅳ7、＋Ⅳ、−Ⅱの和音  概説と課題練習 

3.Ⅳ7、＋Ⅳ、−Ⅱの和音  課題練習 

4.K２における S 諸和音の総括 

5.K２における S 諸和音の総括 

6.K３における S 諸和音の総括 

7.K３における S 諸和音の総括 

8.K３における S 諸和音の総括 

9.近親転調 概説と課題練習 

10.近親転調 課題練習 

11.近親転調 課題練習 

12.ソプラノ課題 概説 

13.ソプラノ課題 課題練習 

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、

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。 

【テキスト】 

1.「和声 理論と実習 Ⅱ 」 島岡譲 他 1965 年 \3,780  

【教材】 

必要に応じてプリントを配布する。 
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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.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  

 

501 和声法Ⅱ4 

担当教員 松波 匠太郎 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 2 年 

 

【授業の概要】 

４声体バス、ソプラノ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。 
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502 和声法Ⅱ5 

担当教員 
加藤 真一郎 講師 

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】 

①４声体（バス課題、ソプラノ課題）を書くことができる 

②多彩なサブドミナント和音を理解する 

③「和声感」を獲得し、自らの実技に生かすことができる 

【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】 

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.I 巻の復習 

2.I 巻の復習 

3.I 巻の復習 

4.I 巻の復習 

5.II７の和音 

6.II７の和音 

7.II７の和音 

8.準固有和音 

9.準固有和音 

10.準固有和音 

11.ドッペルドミナント和音 

12.ドッペルドミナント和音 

13.ドッペルドミナント和音 

14.前期内容のまとめ 

【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.IV７・＋IV７、－II の和音 

2.IV７・＋IV７、－II の和音 

3.Ｓ諸和音の総括 

4.Ｓ諸和音の総括 

5.Ｓ諸和音の総括 

6.近親転調 

7.近親転調 

8.近親転調 

9.近親転調 

10.ソプラノ課題 

11.ソプラノ課題 

12.ソプラノ課題 

13.ソプラノ課題 

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】 

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Ⅱ』

を用いて行う。 

【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】 

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】 

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。昨年度の講義では、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りました。 
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502 和声法Ⅱ5 

担当教員 
加藤 真一郎 講師 

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】 

①４声体（バス課題、ソプラノ課題）を書くことができる 

②多彩なサブドミナント和音を理解する 

③「和声感」を獲得し、自らの実技に生かすことができる 

【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】 

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.I 巻の復習 

2.I 巻の復習 

3.I 巻の復習 

4.I 巻の復習 

5.II７の和音 

6.II７の和音 

7.II７の和音 

8.準固有和音 

9.準固有和音 

10.準固有和音 

11.ドッペルドミナント和音 

12.ドッペルドミナント和音 

13.ドッペルドミナント和音 

14.前期内容のまとめ 

【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.IV７・＋IV７、－II の和音 

2.IV７・＋IV７、－II の和音 

3.Ｓ諸和音の総括 

4.Ｓ諸和音の総括 

5.Ｓ諸和音の総括 

6.近親転調 

7.近親転調 

8.近親転調 

9.近親転調 

10.ソプラノ課題 

11.ソプラノ課題 

12.ソプラノ課題 

13.ソプラノ課題 

14.一年間のまとめ 
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【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.ⅤⅤの諸和音 

14.学習内容のまとめ・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.ソプラノ課題 

14.学習内容のまとめ・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】 

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引き続き作る予定です。クリア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。 

それから、今までに期末試験等の為に自作した課題の実施や解説も行う予定です。課題は２つの難易度で用意しています。 

① バス課題・ソプラノ課題として実施 ② 和音記号のみを書く(模範解答が書かれている) 

和声や和音記号に慣れてもらい実作品の分析等をする時に役立つ技能を身に着けて欲しいと思います。 

 

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) 
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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 

【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.属和音（属 7、属 9）の復習① 

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)  

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 
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【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.ⅤⅤの諸和音 

14.学習内容のまとめ・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.ソプラノ課題 

14.学習内容のまとめ・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】 

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引き続き作る予定です。クリア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。 

それから、今までに期末試験等の為に自作した課題の実施や解説も行う予定です。課題は２つの難易度で用意しています。 

① バス課題・ソプラノ課題として実施 ② 和音記号のみを書く(模範解答が書かれている) 

和声や和音記号に慣れてもらい実作品の分析等をする時に役立つ技能を身に着けて欲しいと思います。 

 

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) 
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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  

 

512 音楽理論(応用和声Ⅰ)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 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。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

15 名まで 

Ｂコース和声法Ⅱ1～7 単位取得者・Ａコースの学生 

【授業の形式】 

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 

   ○ ○ ○ 
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【授業展開と内容-後期】 

1.コンピュータ操作と Finale の起動 

2.バス課題の打ち込み実習 

3.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.課題の仕上げと発表会 

7.変奏曲の作成（１） 

8.変奏曲の作成（２） 

9.変奏曲の作成（３） 

10.課題の仕上げと発表会 

11.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） 

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（２） 

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（３） 

14.課題の仕上げと発表会 

【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 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】 

プリントを配布 

 

513,514 音楽理論(応用和声Ⅰ)3(前期),4(後期) 

担当教員 正門 憲也 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】 

これまで学習したことをもとに、先人たちの和声におけるエッセンスを抜き出しながら模倣し、普段から演奏する、調性を持つ

作品についての理解の一助となることを願って授業を進めたく思います。また、即興で弾けるタイプの方は別として、まずは譜

面からコードネームを読み取っていきたい人、また留学予定で数字をもう一度一からやりたいという声が多くなっているので、3

本立てで進めていきます。 

【到達目標】 

作曲や古楽の専攻以外の方には「バスに対して上 3 声をつける」という作業よりも「ソプラノに対して適切なバス、または、その

他を考える」ことのほうが有用と思いますので、ソプラノ課題にやや重きを置きます（ただ、後期の数字和声はもちろんバス課題

となります）。 

【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） 昨年度の履修登録が 36 名。実習にぎりぎりの人数でした。30 名超えた場合は B コ

ース優先としますので了承してください。 

【授業の形式】 

講義と実習 （基本的に人前に出ての「発表」やレポートなどはありませんが、全員ピアノの前には来てもらいます） 
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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  

 

512 音楽理論(応用和声Ⅰ)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 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。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

15 名まで 

Ｂコース和声法Ⅱ1～7 単位取得者・Ａコースの学生 

【授業の形式】 

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 

   ○ ○ ○ 
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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・後期とも、原則 3 分の 1「以上」の欠席で失格します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ドッペルドミナントから復習（エッセンスのみ 2 巻「黄色本」

の内容） 

（状況により進度を上げる場合があります） 

2.サブドミナントの諸和音と様々な力関係（ナポリの和音あ

たりまで） 

3.サブドミナントの諸和音と様々な力関係（付加 6 あたりま

で） 

4.転調を含まないｿﾌﾟﾗﾉ課題（一部の方には復習）の実習 

初めての方が多い場合には少々時間をとります。 

5.転調を含まないｿﾌﾟﾗﾉ課題（一部の方には復習）の実習 2 

6.転調を含まないｿﾌﾟﾗﾉ課題（一部の方には復習）の実習 3 

7.転調を含まないｿﾌﾟﾗﾉ課題（一部の方には復習）の実習 4 

8.第 7 回または第 9 回の調整（進度により） 

9.非和声音の実習 ｿﾌﾟﾗﾉ 1   

ただし両外声課題 

10.非和声音の実習 ｿﾌﾟﾗﾉ 2 

同上 

11.非和声音の実習 ｿﾌﾟﾗﾉ 3 

12.非和声音の実習 ｿﾌﾟﾗﾉ 4 

13.「禁則」の復習を中心に。なぜ禁則となったかなど。 

14.コードネームの基礎 1 

【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のこと(目安各 3０分)。 

【授業展開と内容-後期】 

1.コードネームの基礎 2（1）後期のみ履修の方のために進

度を戻します 

2.コードネームの基礎 3（2） 

3.コードネームの基礎（ゼクエンツを含んで） 

4.テンションコード 長七と短七の和音を主に実習 1 

5.テンションコード 長七と短七の和音を主に実習 2 

6.テンションコード 属七の実習 1 

7.テンションコード 属七の実習 2 

8.テンションオルタードや導七ほかの和音の実習 

9.数字譜 3 和音の実習 基本 1 転 

10.数字譜 3 和音の実習 基本 1 転 2 転 

11.数字譜 属 7 の和音の実習 基本 1 転 

12.数字譜 属 7 の和音の実習 2 転 3 転 

13.数字譜 その他の 7 の和音の実習 

14.非和声音の入った数字の実習とまとめ または 9 の和音

の概説 

【事前・事後学習-後期】 

できるだけ、授業内で内容を理解、整理できるよう進めたく思います。 

合わせなど練習を必要とする演奏を課すことはしません。その場で試奏してもらうことはあります。／／毎回授業での解説あと、

各自で復習し、内容を理解してください。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

合には必ず準備のこと。(目安各 3０分) 

【オフィスアワー】 

月曜日 調布キャンパスにて授業前または後に時間を確保。 

祝日を除くそれ以外 随時（主に昼休み等）仙川キャンパス。 

【その他】 

和声の 3 巻（音楽之友社 和声と実習 赤黄緑の緑）を購入する必要はありませんが、2 巻（黄）を持っている方は初回授業以

降当分持参してくださると参考書として便利ではあります（無い方は購入必要なし）。 

以降はプリントで授業を行います。 
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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  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】 

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.ジャズの基礎知識(1) 

3.ジャズの基礎知識(2) 

4.コードとスケールの基礎知識(1) 

5.コードとスケールの基礎知識(2) 

6.コードとスケールの基礎知識(3) 

7.ブルース(1) 

8.ブルース(2) 

9.スタンダードナンバー(1) 

10.スタンダードナンバー(2) 

11.様々なスタイルのジャズ(1) 

12.様々なスタイルのジャズ(2) 

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 
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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・後期とも、原則 3 分の 1「以上」の欠席で失格します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ドッペルドミナントから復習（エッセンスのみ 2 巻「黄色本」

の内容） 

（状況により進度を上げる場合があります） 

2.サブドミナントの諸和音と様々な力関係（ナポリの和音あ

たりまで） 

3.サブドミナントの諸和音と様々な力関係（付加 6 あたりま

で） 

4.転調を含まないｿﾌﾟﾗﾉ課題（一部の方には復習）の実習 

初めての方が多い場合には少々時間をとります。 

5.転調を含まないｿﾌﾟﾗﾉ課題（一部の方には復習）の実習 2 

6.転調を含まないｿﾌﾟﾗﾉ課題（一部の方には復習）の実習 3 

7.転調を含まないｿﾌﾟﾗﾉ課題（一部の方には復習）の実習 4 

8.第 7 回または第 9 回の調整（進度により） 

9.非和声音の実習 ｿﾌﾟﾗﾉ 1   

ただし両外声課題 

10.非和声音の実習 ｿﾌﾟﾗﾉ 2 

同上 

11.非和声音の実習 ｿﾌﾟﾗﾉ 3 

12.非和声音の実習 ｿﾌﾟﾗﾉ 4 

13.「禁則」の復習を中心に。なぜ禁則となったかなど。 

14.コードネームの基礎 1 

【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のこと(目安各 3０分)。 

【授業展開と内容-後期】 

1.コードネームの基礎 2（1）後期のみ履修の方のために進

度を戻します 

2.コードネームの基礎 3（2） 

3.コードネームの基礎（ゼクエンツを含んで） 

4.テンションコード 長七と短七の和音を主に実習 1 

5.テンションコード 長七と短七の和音を主に実習 2 

6.テンションコード 属七の実習 1 

7.テンションコード 属七の実習 2 

8.テンションオルタードや導七ほかの和音の実習 

9.数字譜 3 和音の実習 基本 1 転 

10.数字譜 3 和音の実習 基本 1 転 2 転 

11.数字譜 属 7 の和音の実習 基本 1 転 

12.数字譜 属 7 の和音の実習 2 転 3 転 

13.数字譜 その他の 7 の和音の実習 

14.非和声音の入った数字の実習とまとめ または 9 の和音

の概説 

【事前・事後学習-後期】 

できるだけ、授業内で内容を理解、整理できるよう進めたく思います。 

合わせなど練習を必要とする演奏を課すことはしません。その場で試奏してもらうことはあります。／／毎回授業での解説あと、

各自で復習し、内容を理解してください。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

合には必ず準備のこと。(目安各 3０分) 

【オフィスアワー】 

月曜日 調布キャンパスにて授業前または後に時間を確保。 

祝日を除くそれ以外 随時（主に昼休み等）仙川キャンパス。 

【その他】 

和声の 3 巻（音楽之友社 和声と実習 赤黄緑の緑）を購入する必要はありませんが、2 巻（黄）を持っている方は初回授業以

降当分持参してくださると参考書として便利ではあります（無い方は購入必要なし）。 

以降はプリントで授業を行います。 
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515,516 音楽理論(応用和声Ⅰ)5(前期),6(後期) 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 木 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】 

一口に「和声」と言っても、作曲家や時代様式で様々な響きがあります。 

この講座では、実習を通し、バロックから現代までの「和声の変遷」を探っていきます。授業は、その時代様式に即した和声の

実習、及び実作品の四声体への要約とそれに伴う分析が中心となり、そこに学生の発表を含みます。なので、取り上げる作品

は（私の提案もありますが）、受講生自らも探していくことになります（私も皆さんと一緒に学んでいきます）。 

【到達目標】 

（1）実習を通し、和声の歴史が俯瞰できるようになる。 

（2）実作品から、和声進行の特徴がつかめるようになる。 

（3）人前でのプレゼンテーションができるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

A コース（大 2 以上）、B コース（大 3 以上） だだし、昨年度の「応用和声Ⅰ6」の単位取得者は履修できない。 

【授業の形式】 

実習と講義（学生の発表を含む） 

【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.中世・ルネッサンス① 

3.中世・ルネッサンス② 

4.中世・ルネッサンス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.古典派① 

10.古典派② 

11.古典派③ 

12.古典派④ 

13.古典派⑤ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題の復習と、プレゼンテーションする課題の予習。（目安 30 分） 

【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 

7.ロマン派⑦ 

8.近代① 

9.近代② 

10.近代③ 

11.近代④ 

12.現代① 

13.現代② 

14.1 年間のまとめ 
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【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った課題の復習と、プレゼンテーションする課題の予習。（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 

 

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 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】 

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】 

実習及び演習 

【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.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.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。 

【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。 
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515,516 音楽理論(応用和声Ⅰ)5(前期),6(後期) 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 木 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】 

一口に「和声」と言っても、作曲家や時代様式で様々な響きがあります。 

この講座では、実習を通し、バロックから現代までの「和声の変遷」を探っていきます。授業は、その時代様式に即した和声の

実習、及び実作品の四声体への要約とそれに伴う分析が中心となり、そこに学生の発表を含みます。なので、取り上げる作品

は（私の提案もありますが）、受講生自らも探していくことになります（私も皆さんと一緒に学んでいきます）。 

【到達目標】 

（1）実習を通し、和声の歴史が俯瞰できるようになる。 

（2）実作品から、和声進行の特徴がつかめるようになる。 

（3）人前でのプレゼンテーションができるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

A コース（大 2 以上）、B コース（大 3 以上） だだし、昨年度の「応用和声Ⅰ6」の単位取得者は履修できない。 

【授業の形式】 

実習と講義（学生の発表を含む） 

【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.中世・ルネッサンス① 

3.中世・ルネッサンス② 

4.中世・ルネッサンス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.古典派① 

10.古典派② 

11.古典派③ 

12.古典派④ 

13.古典派⑤ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題の復習と、プレゼンテーションする課題の予習。（目安 30 分） 

【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 

7.ロマン派⑦ 

8.近代① 

9.近代② 

10.近代③ 

11.近代④ 

12.現代① 

13.現代② 

14.1 年間のまとめ 
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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.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。 

【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 

 

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】 

＜古典派からロマン派に至る和声構造、及び楽曲構成の変遷と分析＞ 

ベートーヴェン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、そして崩壊の起源について具体的作品を

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、ショパン、そしてブラームスいった作曲家の交響曲・

器楽曲・室内楽・歌曲を取り上げる。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。 

【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】 

講義と討議・意見発表 

【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 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

【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、出席率を重視する。また学期末の発表も評価の対象となる。授業内での発表、お
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よび積極的な発言を重視。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入 音楽作品の持つ和声構造と形式 

2.古典派の作品    概観  ソナタ形式の確認 

3.ベートーヴェンの中期作品  ピアノ・ソナタ(その 1) 

4.ベートーヴェンの中期作品  ピアノ・ソナタ(その 2) 

5.ベートーヴェンの中期作品  ピアノ・ソナタ(その 3) 

6.ベートーヴェンの中期作品  弦楽四重奏曲(その 1) 

7.ベートーヴェンの中期作品  弦楽四重奏曲(その 2) 

8.ベートーヴェンの中期作品  弦楽四重奏曲(その 3) 

9.ベートーヴェンの中期作品 交響曲 (その 1) 

10.ベートーヴェンの中期作品 交響曲 (その 2) 

11.ベートーヴェンの後期作品  ピアノ・ソナタ(その 1) 

12.ベートーヴェンの後期作品  ピアノ・ソナタ(その 2) 

13.学生による発表 

14.学生による発表 

 

【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.ベートーヴェンの後期作品 弦楽四重奏曲 (その 1) 

2.ベートーヴェンの後期作品 弦楽四重奏曲 (その 2) 

3.ベートーヴェンの後期作品 弦楽四重奏曲 (その 3) 

4.シューマンの交響曲  (その 1) 

5.シューマンの交響曲  (その 2) 

6.シューマンの歌曲  (その 1) 

7.シューマンの歌曲  (その 2) 

8.ショパンの器楽曲 (その 1) 

9.ショパンの器楽曲 (その 2) 

10.ブラームスの室内楽曲 (その 1) 

11.ブラームスの室内楽曲 (その 2) 

12.ブラームスの交響曲 

13.学生による発表 

14.学生による発表 

【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。 

【オフィスアワー】 

月曜日  ５限後  調布教員室 

【教材】 

授業時に指示する。プリント配布。 

 

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】 

通奏低音法による和声の理論、実習、実技、分析。 

演奏行為を通して、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。 
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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.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。 

【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 

 

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】 

＜古典派からロマン派に至る和声構造、及び楽曲構成の変遷と分析＞ 

ベートーヴェン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、そして崩壊の起源について具体的作品を

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、ショパン、そしてブラームスいった作曲家の交響曲・

器楽曲・室内楽・歌曲を取り上げる。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。 

【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】 

講義と討議・意見発表 

【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 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

【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、出席率を重視する。また学期末の発表も評価の対象となる。授業内での発表、お
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【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】 

講義及び理論と実習 

【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.授業ガイダンス 

2.これまでの学習の再認識と復習 

3.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.中世～ルネサンス期の和声と作品分析 

7.バロック期の通奏低音法(概説) 

8.Ⅶの和音の理論と実習 

9.四和音の通奏低音法(理論) 

10.四和音の通奏低音法(鍵盤上での実践) 

11.「フォリア」を扱った即興法 

12.属七の和音(理論) 

13.属七の和音の多様な連結(フォーレの和声様式) 

14.属 9 の和音 

【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.様々な和音外音(理論) 

2.様々な和音外音による和声実習と鍵盤上での実践 

3.バッハの和声様式(概論) 

4.バッハのコラール(理論) 

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) 

12.シューマン、ショパン様式による和声課題の実習 

13.２０世紀初頭の近代和声の実習 

14.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 

【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 
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【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。 

【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】 

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１章〜第３章のまとめ（１） 

13.第１章〜第３章のまとめ（２） 

14.クラス内試験 

【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

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  
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【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】 

講義及び理論と実習 

【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.授業ガイダンス 

2.これまでの学習の再認識と復習 

3.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.中世～ルネサンス期の和声と作品分析 

7.バロック期の通奏低音法(概説) 

8.Ⅶの和音の理論と実習 

9.四和音の通奏低音法(理論) 

10.四和音の通奏低音法(鍵盤上での実践) 

11.「フォリア」を扱った即興法 

12.属七の和音(理論) 

13.属七の和音の多様な連結(フォーレの和声様式) 

14.属 9 の和音 

【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.様々な和音外音(理論) 

2.様々な和音外音による和声実習と鍵盤上での実践 

3.バッハの和声様式(概論) 

4.バッハのコラール(理論) 

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) 

12.シューマン、ショパン様式による和声課題の実習 

13.２０世紀初頭の近代和声の実習 

14.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 

【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 
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551,552 音楽理論(分析)01(前期),02(後期) 

担当教員 池田 哲美 講師 曜日時限 木 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】 

＜後期ロマン派～近現代における作品分析と背景・思潮  ＞  

後期ロマン派、及び 20 世紀初頭以降の作曲家(現代作曲家も含む)の楽曲を多面的に取り扱い、時代背景・思潮なども加味

し検討する。分析のみではなく、芸術全般(文学・絵画・建築・映画 etc.)及び、 哲学・心理学(ニーチェ、フロイト、アドルノ、フ

ーコー、ドゥルーズ、ラカン etc.)などと音楽との関わり合いを中心に考究することとなる。特に 1900 年前後の激動の時期に焦

点をあて、現代に繫がる視野を考える。授業で取り上げる主な作曲家は、シューマン、マーラー、新ウィーン学派の作曲家、ス

トラヴィンスキーetc.。 

【到達目標】 

芸術、音楽において、より深く、広い世界を感取し、多面的理解を習得する。 

【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。 

【授業の形式】 

講義と演習・討議 

【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】 

出席率を重視。前・後期末の分析発表、及び授業内での積極的な発言を重視する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入 当授業の全容 etc. 

2.音楽と時間  1  時間の起源   

3.音楽と時間  2  時間の系列～縦・横・螺旋   

4.音楽と時間  3  反復される今   深層心理 

5.音楽と時間  4  時代と時間感覚 

6.音楽と時間  5  持続と亀裂 

7.音楽とゲシュタルト  1    錯綜体としての音楽  マーラ

ーなど 

8.音楽とゲシュタルト  2    予定調和と破綻 

9.音楽とゲシュタルト  3    感覚の位階 

10.構造主義  そしてポスト構造主義 

11.関連する楽曲の分析 その 1 

12.関連する楽曲の分析 その 2 

13.学生による分析発表と討議 

14.学生による分析発表と討議 

【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.ミニマル・ミュージックと起源 

2.音楽における差異と反復 1    般若心経が示す表象    

ドゥルーズ 

3.音楽における差異と反復 2     永遠の時間 あるいは

永劫回帰 

4.アポロとデュオニソス  1  ニーチェ  三島由紀夫 ワーグナー 
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5.アポロとデュオニソス  2  ニーチェ  三島由紀夫 ワー

グナー 

6.外の思考    1  デュシャン 、ケージ 

7.外の思考    2  ゴダールとポストモダン・ポスト構造主

義 ブーレーズ 

8.19 世紀末の芸術背景 ヴィスコンティとトーマス・マン 

『ヴェニスに死す』 その 1 

9.19 世紀末の芸術背景 ヴィスコンティとトーマス・マン 

『ヴェニスに死す』 その 2 

10.ハリウッドとヌーヴェルバーク    モダンとポストモダン    

ゴダール  小津安二郎    

11.ドラマトゥルギー  音楽と映画 

12.芸術表現とナルチシズム  

13.学生による分析発表と討議 

14.学生による分析発表と討議 

【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】 

木曜日  ５限後  調布教員室 

【テキスト】 

1.記憶と生 ベルグソン著  ドゥルーズ編  

2.現代芸術の地平 市川浩  

3.動きすぎてはいけない 千葉雅也  

4.三島由紀夫とフーコー 

＜不在の思考＞ 丹生谷貴志  

5.眼と精神 メルロ＝ポンティ  

【教材】 

授業時に指示する。配布。 

 

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～ 

 

【授業の概要】 

＜前期＞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ソナタ、トリオを研究する。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。 

＜後期＞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。 

【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】 

特になし 

【授業の形式】 

講義および公開レッスン形式 
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551,552 音楽理論(分析)01(前期),02(後期) 

担当教員 池田 哲美 講師 曜日時限 木 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】 

＜後期ロマン派～近現代における作品分析と背景・思潮  ＞  

後期ロマン派、及び 20 世紀初頭以降の作曲家(現代作曲家も含む)の楽曲を多面的に取り扱い、時代背景・思潮なども加味

し検討する。分析のみではなく、芸術全般(文学・絵画・建築・映画 etc.)及び、 哲学・心理学(ニーチェ、フロイト、アドルノ、フ

ーコー、ドゥルーズ、ラカン etc.)などと音楽との関わり合いを中心に考究することとなる。特に 1900 年前後の激動の時期に焦

点をあて、現代に繫がる視野を考える。授業で取り上げる主な作曲家は、シューマン、マーラー、新ウィーン学派の作曲家、ス

トラヴィンスキーetc.。 

【到達目標】 

芸術、音楽において、より深く、広い世界を感取し、多面的理解を習得する。 

【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。 

【授業の形式】 

講義と演習・討議 

【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】 

出席率を重視。前・後期末の分析発表、及び授業内での積極的な発言を重視する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入 当授業の全容 etc. 

2.音楽と時間  1  時間の起源   

3.音楽と時間  2  時間の系列～縦・横・螺旋   

4.音楽と時間  3  反復される今   深層心理 

5.音楽と時間  4  時代と時間感覚 

6.音楽と時間  5  持続と亀裂 

7.音楽とゲシュタルト  1    錯綜体としての音楽  マーラ

ーなど 

8.音楽とゲシュタルト  2    予定調和と破綻 

9.音楽とゲシュタルト  3    感覚の位階 

10.構造主義  そしてポスト構造主義 

11.関連する楽曲の分析 その 1 

12.関連する楽曲の分析 その 2 

13.学生による分析発表と討議 

14.学生による分析発表と討議 

【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.ミニマル・ミュージックと起源 

2.音楽における差異と反復 1    般若心経が示す表象    

ドゥルーズ 

3.音楽における差異と反復 2     永遠の時間 あるいは

永劫回帰 

4.アポロとデュオニソス  1  ニーチェ  三島由紀夫 ワーグナー 
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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.ソナタ形式について 

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７番 op.30-2 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７番 op.30-2 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７番 op.30-2 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.ブラームス、ピアノ・トリオ第 1 番 op.8 の分析と演奏Ⅰ 

12.ブラームス、ピアノ・トリオ第 1 番 op.8 の分析と演奏Ⅱ 

13.ブラームス、ピアノ・トリオ第１番 op.8 の分析と演奏Ⅲ 

14.ブラームス、ピアノ・トリオ第１番 op.8 の分析と演奏Ⅳ 

【事前・事後学習-前期】 

楽譜を持って来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

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.ドビュッシー「忘れられし小唄」について (分析と演奏) 

Ⅰ 

4.ドビュッシー「忘れられし小唄」について (分析と演奏) 

Ⅱ 

5.ドビュッシー「忘れられし小唄」について (分析と演奏) 

Ⅲ 

6.ラヴェル「博物誌」について (分析と演奏) Ⅰ 

7.ラヴェル「博物誌」について (分析と演奏) Ⅱ 

8.ラヴェル「博物誌」について (分析と演奏) Ⅲ、日本語の

歌わせ方 

9.三善晃「抒情小曲集」の分析と演奏 Ⅰ 

10.三善晃「抒情小曲集」の分析と演奏 Ⅱ 

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.サミュエル・バーバー「隠者の歌」の分析と演奏 Ⅳ 

【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 

【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。 

 

555,556 音楽理論(分析)05(前期),06(後期) 

担当教員 鈴木 純明 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～ 
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【授業の概要】 

西洋音楽を学ぶものにとって、音楽作品を的確に解釈し表現するためには、「音楽理論」や「楽式」のみならず、「音楽史」や

「音楽様式」に対する広い知識と深い理解を持つことが重要である。本授業では、中世から現代までのさまざまな音楽作品を

紹介していく。さらに、楽曲分析を通じて、各時代における音楽の諸形式と音楽語法を俯瞰していく。 

【到達目標】 

中世・ルネサンス時代から 20 世紀前半までのさまざまな時代の音楽形式と様式、音楽語法等を学び、楽曲を構造的に捉える

力を養うことで、確かな読譜力と分析力を身につけることを目指す。 

【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。受講人数は 20 名程度とする。 

【授業の形式】 

講義と質疑応答 

【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.中世の単旋律音楽と多声音楽①「オルガヌム」 

グレゴリオ聖歌 

サン・マルシャル楽派の音楽 

2.中世の多声音楽②「オルガヌム」 

ノートルダム楽派の音楽 

3.中世の多声音楽③ 

マショー《ノートルダム・ミサ》〜キリエ、グローリア 

4.ルネサンスの多声音楽① 

オケゲム《ミサ・プロラツィオヌム》 

デュファイ  ミサ曲《私の顔が蒼ざめているのは》 

5.ルネサンスの多声音楽② 

ジョスカン・デ・プレ 《アヴェ･マリア》 

ラッスス 《アルマ・レデンプトリス・マーテル》 

6.バロック時代の器楽と協奏曲① 

コレッリ ソナタ op.3-2 

コレッリ 合奏協奏曲第 8 番 ト短調 op.6-8 

7.バロック時代の器楽と協奏曲②「リトルネッロ形式」 

J.S.バッハ《イタリア協奏曲》ヘ長調 BWV971〜 第 1 楽章 

2 つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043〜 

第 1 楽章 

8.バロック時代の協奏曲③「リトルネッロ形式」 

J.S.バッハ ブランデンブルク協奏曲第 2 番 ヘ長調 

BWV1047〜 第 1 楽章 

9.バロック時代の器楽①「コラール」 

J.S.バッハ コラール《おお永遠よ、汝恐ろしき言葉》BWV 

60 

J.S.バッハ コラール《われ汝に呼ばわる、主イエス・キリスト

よ》BWV639 

10.バロック時代の器楽②「フーガ」 

J.S.バッハ 《フーガの技法》BWV1080 

11.古典派の時代の器楽、ロマン派の時代の管弦楽①「ロ

ンド形式」 

モーツァルト  ロンドイ短調 K.511 

サン＝サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ Op.28 

12.古典派の時代の協奏曲「ロンド・ソナタ形式」 

モーツァルト  ピアノ協奏曲第 20 番 ニ短調 K.466〜 第 3

楽章 

13.第 1 回〜第 12 回までの学習内容のまとめ 

14.授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-前期】 

事前に授業内で指示した課題を実施しておくこと。 

授業内で配布した楽譜は、1 度は読み返して、可能であればピアノで視奏するか、音源を聴いて楽曲構造の特徴を改めて確

認しておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前古典派の時代の器楽曲と交響曲①「ソナタ形式」 

C.P.E.バッハ《識者と愛好家のためのソナタ集》第 1 巻〜ソ

ナタ第 4 番 イ長調 Wq.55/4,H.186 

C.P.E.バッハ シンフォニア ロ短調 Wq. 182/5, H. 661 
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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.ソナタ形式について 

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７番 op.30-2 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７番 op.30-2 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７番 op.30-2 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.ブラームス、ピアノ・トリオ第 1 番 op.8 の分析と演奏Ⅰ 

12.ブラームス、ピアノ・トリオ第 1 番 op.8 の分析と演奏Ⅱ 

13.ブラームス、ピアノ・トリオ第１番 op.8 の分析と演奏Ⅲ 

14.ブラームス、ピアノ・トリオ第１番 op.8 の分析と演奏Ⅳ 

【事前・事後学習-前期】 

楽譜を持って来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

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.ドビュッシー「忘れられし小唄」について (分析と演奏) 

Ⅰ 

4.ドビュッシー「忘れられし小唄」について (分析と演奏) 

Ⅱ 

5.ドビュッシー「忘れられし小唄」について (分析と演奏) 

Ⅲ 

6.ラヴェル「博物誌」について (分析と演奏) Ⅰ 

7.ラヴェル「博物誌」について (分析と演奏) Ⅱ 

8.ラヴェル「博物誌」について (分析と演奏) Ⅲ、日本語の

歌わせ方 

9.三善晃「抒情小曲集」の分析と演奏 Ⅰ 

10.三善晃「抒情小曲集」の分析と演奏 Ⅱ 

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.サミュエル・バーバー「隠者の歌」の分析と演奏 Ⅳ 

【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 

【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。 

 

555,556 音楽理論(分析)05(前期),06(後期) 

担当教員 鈴木 純明 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～ 
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2.古典派の時代の器楽曲と交響曲②「ソナタ形式」 

ハイドン ピアノ・ソナタ第 49 番 嬰ハ短調 Hob.XVI:36〜 

第 1 楽章 

ハイドン 交響曲第 92 番 ニ長調 Hob.I:92《オックスフォー

ド》〜第 1 楽章 

3.19 世紀の器楽曲①「ソナタ形式」 

ベートーヴェン  ピアノ・ソナタ第 32 番 ハ短調 Op.111〜 

第 1 楽章 

4.19 世紀の交響曲①「ソナタ形式」 

シューベルト 交響曲第 7 番ロ短調 D.759《未完成》〜 第 1

楽章 

5.19 世紀の器楽曲②「ソナタ形式」 

シューマン 幻想曲ハ長調 op.17〜 第 1 楽章 

6.19 世紀の交響曲②「変奏曲」 

ブラームス：交響曲第 4 番ホ短調 op.98〜 第 4 楽章 

7.近代の音楽① 

ドビュッシー 《牧神の午後への前奏曲》 

8.近代の音楽② 

ドビュッシー 管弦楽のための三つの交響的素描《海》〜 

第 1 楽章 

9.20 世紀の音楽① 

シェーンベルク《５つの管弦楽曲》op.16、《５つのピアノ曲》

op.23 

10.20 世紀の音楽② 

ベルク《抒情組曲》〜第１，２楽章 

11.20 世紀の音楽③ 

メシアン《トゥーランガリラ交響曲》〜第 1 楽章〈序奏〉、第 5

楽章〈星々と血の喜び〉 

12.20 世紀後半の音楽② 

グリゼー《ヴォルテクス・テンポルム》〜 第１楽章 

13.第 1 回〜第 12 回までの学習内容のまとめ 

14.授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-後期】 

事前に授業内で指示した課題を実施しておくこと。 

授業内で配布した楽譜は、1 度は読み返して、可能であればピアノで視奏するか、音源を聴いて楽曲構造の特徴を改めて確

認しておくこと。 

【オフィスアワー】 

水曜日 ５限後  調布教員室  

 

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】 

＜ベートーベン後期弦楽四重奏曲分析＞  

３年間でベートーベンの弦楽四重奏曲を全曲分析する授業。今年度は、ベートーベン後期弦楽四重奏曲、作品 127、作品

130、作品 131、作品 132、作品 133「大フーガ」、作品 135 を分析する。番号順ではなく、作曲された順番に分析していく。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び、客観的な視点から音楽を深く理解する能力を養う。 

【到達目標】 

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する。音程やリズムや楽語など、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い、各自の専門性の中で独自の音楽活動ができるように、その基盤となる能力を開発する。

授業はセミナー形式で行い、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。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各種分析方法や音楽理論の導入を行いなが
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ら授業を進め、毎回、楽譜から読み取った内容をワークシートにメモ書きして文章化する練習を行うことで、分析レポートを書く

ための基礎力を身につける。常に音楽について「考える」ことを習慣にし、演奏のための解釈として役立てていくことを目標と

する。レポートを口頭発表する機会をつくり、大学レベルで専門分野を学ぶにあたり、研究の仕方や発表の仕方を身につける。

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】 

演習（ゼミナール）形式で行う。授業中にスマートフォンやタブレットなどを使って、その場で調べ学習を行ったり、楽譜から読

み取ったことを口頭で発表したり文章化するなどして楽曲分析を進める。各学期の最後に、授業で勉強する楽曲の試演の機

会を持ち、分析を解釈に繋げる。 

【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】 

分析レポート（年 1 回、4 千～8 千字程度）を土台に、演奏、分析発表、分析ノートの内容、発言等、授業への取り組みを加味

して総合的に評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業ガイダンス  基本的な音楽形式についての復習 

2.第 12 番作品 127 の全体像を把握する。全楽章をリスニン

グし、分析シートに記入していく。全体としての曲の特徴を

掴む。 

3.第 12 番作品 127 第 1 楽章を詳細に分析する。 

4.第 12 番作品 127 第 2 楽章を詳細に分析する。 

5.第 12 番作品 127 第 3 楽章を詳細に分析する。 

6.第 12 番作品 127 第 4 楽章を詳細に分析する。 

7.第 12 番のまとめ 

8.第 15 番作品 132 の全体像を把握する。全楽章をリスニン

グし、分析シートに記入していく。全体としての曲の特徴を

掴む。 

9.第 15 番作品 132 第 1 楽章を詳細に分析する。 

10.第 15 番作品 132 第 2 楽章を詳細に分析する。 

11.第 15 番作品 132 第 3 楽章を詳細に分析する。 

12.第 15 番作品 132 第 4 楽章を詳細に分析する。 

13.第 15 番作品 132 第 5 楽章を詳細に分析する。 

14.分析レポートの口頭発表およびカルテットの試演会を行

う。 

【事前・事後学習-前期】 

作品の年代、音楽形式、様式の確認、時代検証や同時期の他の編成の作品も含めて、楽譜を読むことはもちろんのこと、そ

れ以外の周辺の学習も取り入れて習慣にしてほしい。 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 13 番作品 130 の全体像を把握する。全楽章をリスニン

グし、分析シートに記入していく。全体としての曲の特徴を

掴む。 

2.第 13 番作品 130 第 1 楽章を詳細に分析する。分析シー

トに記入したことを文章化する。 

3.第 13 番作品 130 第 2 楽章、第 3 楽章を詳細に分析す

る。 

4.第 13 番作品 130 第 4 楽章、第 5 楽章を詳細に分析す

る。 

5.大フーガ作品 133 を詳細に分析する。（第 5 巻と第 6 巻

の両方を持参すること） 

6.第 13 番作品 130 第 6 楽章を詳細に分析する。 

7.第 14 番作品 131 第 1 楽章を詳細に分析する。 

8.第 14 番作品 131 第 2 楽章、第 3 楽章を詳細に分析す

る。 

9.第 14 番作品 131 第 4 楽章、第 5 楽章を詳細に分析す

る。 

10.第 14 番作品 131 第 6 楽章、第 7 楽章を詳細に分析す

る。全体のまとめを行う。 

11.第 16 番作品 135 の全体把握と第 1 楽章の詳細分析を

行う。 

12.第 16 番作品 135 第 2 楽章を詳細に分析する。 
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2.古典派の時代の器楽曲と交響曲②「ソナタ形式」 

ハイドン ピアノ・ソナタ第 49 番 嬰ハ短調 Hob.XVI:36〜 

第 1 楽章 

ハイドン 交響曲第 92 番 ニ長調 Hob.I:92《オックスフォー

ド》〜第 1 楽章 

3.19 世紀の器楽曲①「ソナタ形式」 

ベートーヴェン  ピアノ・ソナタ第 32 番 ハ短調 Op.111〜 

第 1 楽章 

4.19 世紀の交響曲①「ソナタ形式」 

シューベルト 交響曲第 7 番ロ短調 D.759《未完成》〜 第 1

楽章 

5.19 世紀の器楽曲②「ソナタ形式」 

シューマン 幻想曲ハ長調 op.17〜 第 1 楽章 

6.19 世紀の交響曲②「変奏曲」 

ブラームス：交響曲第 4 番ホ短調 op.98〜 第 4 楽章 

7.近代の音楽① 

ドビュッシー 《牧神の午後への前奏曲》 

8.近代の音楽② 

ドビュッシー 管弦楽のための三つの交響的素描《海》〜 

第 1 楽章 

9.20 世紀の音楽① 

シェーンベルク《５つの管弦楽曲》op.16、《５つのピアノ曲》

op.23 

10.20 世紀の音楽② 

ベルク《抒情組曲》〜第１，２楽章 

11.20 世紀の音楽③ 

メシアン《トゥーランガリラ交響曲》〜第 1 楽章〈序奏〉、第 5

楽章〈星々と血の喜び〉 

12.20 世紀後半の音楽② 

グリゼー《ヴォルテクス・テンポルム》〜 第１楽章 

13.第 1 回〜第 12 回までの学習内容のまとめ 

14.授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-後期】 

事前に授業内で指示した課題を実施しておくこと。 

授業内で配布した楽譜は、1 度は読み返して、可能であればピアノで視奏するか、音源を聴いて楽曲構造の特徴を改めて確

認しておくこと。 

【オフィスアワー】 

水曜日 ５限後  調布教員室  

 

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】 

＜ベートーベン後期弦楽四重奏曲分析＞  

３年間でベートーベンの弦楽四重奏曲を全曲分析する授業。今年度は、ベートーベン後期弦楽四重奏曲、作品 127、作品

130、作品 131、作品 132、作品 133「大フーガ」、作品 135 を分析する。番号順ではなく、作曲された順番に分析していく。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び、客観的な視点から音楽を深く理解する能力を養う。 

【到達目標】 

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する。音程やリズムや楽語など、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い、各自の専門性の中で独自の音楽活動ができるように、その基盤となる能力を開発する。

授業はセミナー形式で行い、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。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各種分析方法や音楽理論の導入を行いなが

157



 158

13.第 16 番作品 135 第 3 楽章を詳細に分析する。 

14.第 16 番作品 135 第 4 楽章を詳細に分析する。分析レ

ポートの口頭発表およびカルテットの試演会を行う。 

【事前・事後学習-後期】 

作品の年代、音楽形式、様式の確認、時代検証や同時期の他の編成の作品も含めて、楽譜を読むことはもちろんのこと、そ

れ以外の周辺の学習も取り入れて習慣にしてほしい。 

【オフィスアワー】 

タイトル欄に学校名・学年・専攻・氏名を明記してメールにて問い合わせること  

yurikohasekojima@gmail.com 

【テキスト】 

1.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  

2.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  

【教材】 

＜参考書＞  

「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  

「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 
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559,560 音楽理論(分析)09(前期),10(後期) 

担当教員 加藤 真一郎 講師 曜日時限 水 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】 

 ＜ブラームスの室内楽曲＞ 

シューベルトからはじまり、ロマン派の作品と作曲家について学んできたこの分析授業は、今年度ブラームスのピアノ四重奏曲

全３曲を取り上げる。ロベルト＆クララ・シューマン夫妻との特別な時間が濃厚に反映されたこれらの作品を受講生の演奏と講

師の分析を通して見ていくことで、ブラームスの人と音楽への理解、さらに「読譜とは」「音楽をすることとは」を考えるきっかけと

なることと思う。ピアノ科学生の受講が多い場合はブラームスのピアノデュオ作品（連弾・２台ピアノ）も合わせて取り上げる。 

【到達目標】 

①ブラームス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・構造の把握・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】 

受講生全員の参加による実演、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、

あらかじめ希望曲を考えておくこと） 

2.ピアノ四重奏曲第１番 g-Moll op. 25 

3.ピアノ四重奏曲第１番 g-Moll op. 25 

4.ピアノ四重奏曲第１番 g-Moll op. 25 

5.ピアノ四重奏曲第１番 g-Moll op. 25 

6.ピアノ四重奏曲第１番 g-Moll op. 25 

7.ピアノ四重奏曲第１番 g-Moll op. 25 

8.ピアノ四重奏曲第１番 g-Moll op. 25 

9.ピアノ四重奏曲第１番 g-Moll op. 25 

10.ブラームスのオーケストラ作品（１） 

11.ピアノ四重奏曲第２番 A-Dur op. 26 （第１、第２楽章） 

12.ピアノ四重奏曲第２番 A-Dur op. 26 （第１、第２楽章） 

13.ピアノ四重奏曲第２番 A-Dur op. 26 （第１、第２楽章） 

14.ピアノ四重奏曲第２番 A-Dur op. 26 （第１、第２楽章） 

【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.ピアノ四重奏曲第２番 A-Dur op. 26 （第３、第４楽章） 

2.ピアノ四重奏曲第２番 A-Dur op. 26 （第３、第４楽章） 

3.ピアノ四重奏曲第２番 A-Dur op. 26 （第３、第４楽章） 

4.ピアノ四重奏曲第２番 A-Dur op. 26 （第３、第４楽章） 

5.ブラームスのオーケストラ作品（２） 

6.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

7.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

8.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 
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13.第 16 番作品 135 第 3 楽章を詳細に分析する。 

14.第 16 番作品 135 第 4 楽章を詳細に分析する。分析レ

ポートの口頭発表およびカルテットの試演会を行う。 

【事前・事後学習-後期】 

作品の年代、音楽形式、様式の確認、時代検証や同時期の他の編成の作品も含めて、楽譜を読むことはもちろんのこと、そ

れ以外の周辺の学習も取り入れて習慣にしてほしい。 

【オフィスアワー】 

タイトル欄に学校名・学年・専攻・氏名を明記してメールにて問い合わせること  

yurikohasekojima@gmail.com 

【テキスト】 

1.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  

2.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  

【教材】 

＜参考書＞  

「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  

「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 
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9.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

10.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

11.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

12.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

13.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

14.発表会 

【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 

【教材】 

プリントを随時配布（楽譜は各自入手のこと） 

＜参考書＞ 

リッツマン編・原田光子編訳：クララ・シューマン ヨハネス・ブラームス 友情の書簡（みすず書房） WR06-236 

天崎浩二編訳・関根裕子共訳：ブラームス回想録集（音楽之友社） WR04-350、WR04-406、WR04-450 

西原稔：ブラームス（音楽之友社－作曲家・人と作品シリーズ） W18-655 

三宅幸夫：ブラームス (新潮文庫－カラー版作曲家の生涯) W18-570 

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)12(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】 

１５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】 

演習（ゼミナール）形式で行う。積極的な授業参加を期待する。 分析を行うために曲の一部をピアノで奏でたり、録音を聴い

たり、ホワイトボード(又は黒板)に和音進行等を書いたり、視聴覚機器を活用する。 
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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 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

【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。  

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.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: CAPLIN, William E. 著「Analyzing Classical Form: An Approach for the Classroom」 (Oxford University Press, 2013) 

請求記号 S11-309  

(https://opactoho.tohomusic.ac.jp/webopac/BB20082512) 

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) 
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9.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

10.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

11.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

12.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

13.ピアノ四重奏曲第３番 c-Moll op. 60 

14.発表会 

【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 

【教材】 

プリントを随時配布（楽譜は各自入手のこと） 

＜参考書＞ 

リッツマン編・原田光子編訳：クララ・シューマン ヨハネス・ブラームス 友情の書簡（みすず書房） WR06-236 

天崎浩二編訳・関根裕子共訳：ブラームス回想録集（音楽之友社） WR04-350、WR04-406、WR04-450 

西原稔：ブラームス（音楽之友社－作曲家・人と作品シリーズ） W18-655 

三宅幸夫：ブラームス (新潮文庫－カラー版作曲家の生涯) W18-570 

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)12(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】 

１５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】 

演習（ゼミナール）形式で行う。積極的な授業参加を期待する。 分析を行うために曲の一部をピアノで奏でたり、録音を聴い

たり、ホワイトボード(又は黒板)に和音進行等を書いたり、視聴覚機器を活用する。 
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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。 

 

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。そこに見られる、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、ラヴェルの

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。 特に今年度は、ドビ

ュッシーの前奏曲集、及び歌曲を多く取り上げたい。また学期末には、学生による分析発表を行い討議する。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。 

【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】 

講義と演習・討議 

【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】 

出席率や前・後期末の分析発表を主とする。授業内での積極的な発言を重視する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入  各種の旋法の確認 

2.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 1 集) その 1 

3.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 1 集) その 2 

4.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 1 集) その 3 

5.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 1 

6.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 2 

7.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 3 

8.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 4 

9.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 5 

10.ドビュッシーのオーケストラ作品(遊戯、牧神、海 etc.) 

その 1 

11.ドビュッシーのオーケストラ作品(遊戯、牧神、海 etc.) 

その 2 

12.ドビュッシーのオーケストラ作品(遊戯、牧神、海 etc.) 

その 3 

13.学生による分析発表と討議 

14.学生による分析発表と討議 
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【事前・事後学習-前期】 

各種の旋法(教会旋法など)の知識がない場合には授業の大半が理解不能となるので、事前に学習しておくことが重要。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ドビュッシーの歌曲 その 1 

2.ドビュッシーの歌曲 その 2 

3.ドビュッシーの歌曲 その 3 

4.ドビュッシーの歌曲 その 4 

5.ドビュッシーの後期作品(室内楽・12 の練習曲) その 1 

6.ドビュッシーの後期作品(室内楽・12 の練習曲) その 2 

7.ドビュッシーの後期作品(室内楽・12 の練習曲) その 3 

8.ドビュッシーの後期作品(室内楽・12 の練習曲) その 4 

9.ラヴェルの器楽曲(鏡、夜のギャスパール etc.) その 1 

10.ラヴェルの器楽曲(鏡、夜のギャスパール etc.) その 2 

11.ラヴェルの器楽曲(鏡、夜のギャスパール etc.) その 3 

12.ラヴェルの歌曲 

13.学生による分析発表と討議 

14.学生による分析発表と討議 

【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】 

月曜日  調布教室にて授業前後に。メールによる質問も受け付ける。 

【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～ 

 

【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】 

講義、演習。 
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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。 

 

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。そこに見られる、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、ラヴェルの

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。 特に今年度は、ドビ

ュッシーの前奏曲集、及び歌曲を多く取り上げたい。また学期末には、学生による分析発表を行い討議する。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。 

【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】 

講義と演習・討議 

【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】 

出席率や前・後期末の分析発表を主とする。授業内での積極的な発言を重視する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入  各種の旋法の確認 

2.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 1 集) その 1 

3.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 1 集) その 2 

4.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 1 集) その 3 

5.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 1 

6.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 2 

7.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 3 

8.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 4 

9.ドビュッシーのピアノ曲(前奏曲集第 2 集) その 5 

10.ドビュッシーのオーケストラ作品(遊戯、牧神、海 etc.) 

その 1 

11.ドビュッシーのオーケストラ作品(遊戯、牧神、海 etc.) 

その 2 

12.ドビュッシーのオーケストラ作品(遊戯、牧神、海 etc.) 

その 3 

13.学生による分析発表と討議 

14.学生による分析発表と討議 
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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.ガイダンス 

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 

【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 

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
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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 

【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】 

マーラーの交響曲第 7 番第 1 楽章を聴くための、その理解の手掛かりとなるひとつの試案を提示する。 

【到達目標】 

上記の作品は「ソナタ形式に因るものの最終形態」という捉え方が可能で、そこから「それに至る過程を導き出す」というもの。 

 このような方法などを通じて、音楽作品、ここでは西洋クラシック音楽を聴くということの「意味」について問い、学ぶ。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

A コース 1〜4 年生 

B コース  和声法Ⅱ の単位を取得した者 

【授業の形式】 

講義、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 

  ○    

【成績評価の要点②】 

平常点も加味する 

【授業展開と内容-前期】 

1.はじめに 

2.アグレルの小品、モーツァルト・ヴァイオリンソナタ k.304 

3.フローベルガーの組曲 

4.メンデルスゾーン・ヴァイオリン協奏曲 

5.ショパン・ピアノ協奏曲第 1 番 

6.ブラームス・チェロソナタ第 1 番 

7.ライネッケ・フルートソナタ「ウンディーネ」 

8.シューベルト・「しぼめる花」による変奏曲、山田耕筰・「こ

の道」による変奏曲 

9.チャイコフスキー・交響曲第 5 番・第 6 番 

10.ドヴォルザーク・交響曲第 9 番「新世界より」 

11.ベートーヴェン・弦楽四重奏曲第 8 番 
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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.ガイダンス 

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 

【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 

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
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12.シベリウス・交響曲第 1 番、ラフマニノフ・交響曲第 2 番 

13.メンデルスゾーン・ロンドカプリチオーソ、ドビュッシー・

雨の庭 

14.マーラー・交響曲第 7 番第 1 楽章(1907) 

【事前・事後学習-前期】 

上記の作品をレパートリーとしてマスターする、など。 

【授業展開と内容-後期】 

1.はじめに 

2.ソナタ形式とは何か 

3.ソナタ形式ではないもの 

4.モーツァルト 

5.ハイドン、ベートーヴェン 

6.ロマン派 (1) 

7.ロマン派 (2) 

8.ウィンナワルツ、ハンガリー舞曲 

9.歌謡形式は「形式」か 

10.ヴァレーズの基点としての「春の祭典」 

11.マーラー 

12.幸田延・ヴァイオリンソナタ変ホ長調(1895) 

13.音楽の「世界史」 

14.おわりに 

【事前・事後学習-後期】 

西洋音楽史の大まかな流れをつかんでおくこと、および、世界史、日本史の学習。 

【オフィスアワー】 

 開講時に指示。 

【教材】 

各回プリント配布 

 

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】 

中級程度以上の和声力をもっていることが望ましい。 

【授業の形式】 

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.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 
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5.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 

6.シンフォニア数曲の分析 

7.シンフォニア数曲の分析 

8.平均律クラヴィーア曲集第１巻１１番のフーガの分析 

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、８番、１番のフーガ

の分析 

11.平均律クラヴィーア曲集第１巻６番、８番、１番のフーガ

の分析 

12.平均律クラヴィーア曲集第１巻６番、８番、１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.平均律クラヴィーア曲集第１巻５番のフーガの分析及び

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。 

【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 

3.インヴェンション数曲の分析 

4.インヴェンション数曲の分析 

5.平均律クラヴィーア曲集第１巻１２番の分析 

6.平均律クラヴィーア曲集第１巻１２番の分析 

7.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２巻２番のフーガの分析 

10.平均律クラヴィーア曲集のプレリュードについて 

11.平均律クラヴィーア曲集のプレリュードについて 

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.試験又はまとめ 

【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。 

【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〉 

ラヴェルの音楽について考えるようになってから、今年で 20 年が経つ。三善晃先生の下で学ばせて頂いたラヴェルの音楽は、
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12.シベリウス・交響曲第 1 番、ラフマニノフ・交響曲第 2 番 

13.メンデルスゾーン・ロンドカプリチオーソ、ドビュッシー・

雨の庭 

14.マーラー・交響曲第 7 番第 1 楽章(1907) 

【事前・事後学習-前期】 

上記の作品をレパートリーとしてマスターする、など。 

【授業展開と内容-後期】 

1.はじめに 

2.ソナタ形式とは何か 

3.ソナタ形式ではないもの 

4.モーツァルト 

5.ハイドン、ベートーヴェン 

6.ロマン派 (1) 

7.ロマン派 (2) 

8.ウィンナワルツ、ハンガリー舞曲 

9.歌謡形式は「形式」か 

10.ヴァレーズの基点としての「春の祭典」 

11.マーラー 

12.幸田延・ヴァイオリンソナタ変ホ長調(1895) 

13.音楽の「世界史」 

14.おわりに 

【事前・事後学習-後期】 

西洋音楽史の大まかな流れをつかんでおくこと、および、世界史、日本史の学習。 

【オフィスアワー】 

 開講時に指示。 

【教材】 

各回プリント配布 

 

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】 

中級程度以上の和声力をもっていることが望ましい。 

【授業の形式】 

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.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 
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ラヴェルが生きた世界、それを貫通するフランス文化が持つ、言語（フランス語）に対する絶対的な信頼と誇り、古典、とりわけ

18 世紀に対する謙虚な尊敬、理知的で固有な批評精神、視覚性への愛着と身体表現の重視、表現そのものの完璧性への

志向、大胆な革新性と緻密な保守性などだった。 

それらを、できる限り正確にお伝えし、未来を生きるみなさんとラヴェルの現在を共有したいと思う。 

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予定。（今年度は声楽作品及び弦楽四重奏） 

本年は、処女作《グロテスクなセレナード》から、1903 年《弦楽四重奏》までの初期作品について再考します。 

【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 

【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.授業のガイダンス 

2.《グロテスクなセレナード》①プレゼンテーション（演奏へ

のアプローチ） 

3.《グロテスクなセレナード》②音楽語法 

4.《グロテスクなセレナード》③歴史•文化•言語のパラダイム 

5.《耳で聴く風景》①プレゼンテーション（演奏へのアプロー

チ） 

6.《耳で聴く風景》②音楽語法と歴史•文化•言語のパラダイ

ム 

7.《古風なメヌエット》①プレゼンテーション（演奏へのアプロ

ーチ） 

8.《古風なメヌエット》②音楽語法 

9.《古風なメヌエット》③歴史•文化•言語のパラダイム 

10.初期歌曲（クレマン•マロの２つの諷刺詩、暗く果てしなき

眠り、聖女）①プレゼンテーション（演奏へのアプローチ） 

11.初期歌曲② 音楽語法 

12.初期歌曲③ 歴史•文化•言語のパラダイム 

13.ドビュッシーへの視線Ⅰ《ヴァイオリン•ソナタ（遺作）》プ

レゼンテーション（演奏へのアプローチ）とディスカッション

及びプロポジション 

14.ドビュッシーへの視線 Ⅱ《牧神の午後への前奏曲》の

音楽語法 

【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.《亡き王女のためのパヴァーヌ》①プレゼンテーション（演

奏へのアプローチ） 

2.《亡き王女のためのパヴァーヌ》②音楽語法 

3.《亡き王女のためのパヴァーヌ》③歴史•文化•言語のパラ

ダイム 

4.《水の戯れ》①プレゼンテーション（演奏へのアプローチ） 

5.《水の戯れ》②音楽語法Ⅰ 

6.《水の戯れ》③音楽語法Ⅱ 

7.《水の戯れ》④歴史•文化•言語のパラダイム 

8.《ソナチネ》①プレゼンテーション（演奏へのアプローチ） 

9.《ソナチネ》②音楽語法Ⅰ 

10.《ソナチネ》③音楽語法Ⅱ 

11.《ソナチネ》④歴史•文化•言語のパラダイム 

12.《５つのギリシャ民謡》と《シェラザード》プレゼンテーショ

ン（演奏へのアプローチ） 

13.《弦楽四重奏》と《序奏とアレグロ》プレゼンテーション
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（演奏へのアプローチ） 14.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)  

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 

 

561 音楽理論(分析)11(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。 

【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 

【授業の形式】 

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.調性音楽と調の崩壊（ドビュッシー、ストラヴィンスキー、

バルトークなど） 

2.12 音技法（新ウィーン楽派：シェーンベルク、ベルク、ウェ

ーベルン） 

3.総音列技法（バビット、ブーレーズ、シュトックハウゼン）−１ 

4.総音列技法（バビット、ブーレーズ、シュトックハウゼン）−２ 

5.Ligeti 生涯に渡る好奇心と語法開拓 

6.Scelsi 一音の持続と構築 
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ラヴェルが生きた世界、それを貫通するフランス文化が持つ、言語（フランス語）に対する絶対的な信頼と誇り、古典、とりわけ

18 世紀に対する謙虚な尊敬、理知的で固有な批評精神、視覚性への愛着と身体表現の重視、表現そのものの完璧性への

志向、大胆な革新性と緻密な保守性などだった。 

それらを、できる限り正確にお伝えし、未来を生きるみなさんとラヴェルの現在を共有したいと思う。 

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予定。（今年度は声楽作品及び弦楽四重奏） 

本年は、処女作《グロテスクなセレナード》から、1903 年《弦楽四重奏》までの初期作品について再考します。 

【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 

【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.授業のガイダンス 

2.《グロテスクなセレナード》①プレゼンテーション（演奏へ

のアプローチ） 

3.《グロテスクなセレナード》②音楽語法 

4.《グロテスクなセレナード》③歴史•文化•言語のパラダイム 

5.《耳で聴く風景》①プレゼンテーション（演奏へのアプロー

チ） 

6.《耳で聴く風景》②音楽語法と歴史•文化•言語のパラダイ

ム 

7.《古風なメヌエット》①プレゼンテーション（演奏へのアプロ

ーチ） 

8.《古風なメヌエット》②音楽語法 

9.《古風なメヌエット》③歴史•文化•言語のパラダイム 

10.初期歌曲（クレマン•マロの２つの諷刺詩、暗く果てしなき

眠り、聖女）①プレゼンテーション（演奏へのアプローチ） 

11.初期歌曲② 音楽語法 

12.初期歌曲③ 歴史•文化•言語のパラダイム 

13.ドビュッシーへの視線Ⅰ《ヴァイオリン•ソナタ（遺作）》プ

レゼンテーション（演奏へのアプローチ）とディスカッション

及びプロポジション 

14.ドビュッシーへの視線 Ⅱ《牧神の午後への前奏曲》の

音楽語法 

【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.《亡き王女のためのパヴァーヌ》①プレゼンテーション（演

奏へのアプローチ） 

2.《亡き王女のためのパヴァーヌ》②音楽語法 

3.《亡き王女のためのパヴァーヌ》③歴史•文化•言語のパラ

ダイム 

4.《水の戯れ》①プレゼンテーション（演奏へのアプローチ） 

5.《水の戯れ》②音楽語法Ⅰ 

6.《水の戯れ》③音楽語法Ⅱ 

7.《水の戯れ》④歴史•文化•言語のパラダイム 

8.《ソナチネ》①プレゼンテーション（演奏へのアプローチ） 

9.《ソナチネ》②音楽語法Ⅰ 

10.《ソナチネ》③音楽語法Ⅱ 

11.《ソナチネ》④歴史•文化•言語のパラダイム 

12.《５つのギリシャ民謡》と《シェラザード》プレゼンテーショ

ン（演奏へのアプローチ） 

13.《弦楽四重奏》と《序奏とアレグロ》プレゼンテーション
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7.Berio "Sequenza I-XVb", "Sinfonia" と編曲作品 

8.Boulez トータルセリエリズム(管理された偶然性、『第 3 ソ

ナタ』) 

Stockhausen  さまざまな作曲技法の開拓 

9.スペクトル音楽−１ 

10.スペクトル音楽−２ 

11.ポストスペクトル音楽 

12.ミクスト音楽（１）楽器とコンピュータ 

13.ミクスト音楽（２）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 

 

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】 

和声の実施をとおして、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） 

【授業の形式】 

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.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. 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。 

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 
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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)  

【オフィスアワー】 

水曜５限後 

【教材】 

プリントを配布する。 

 

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】 

オーケストレーション実習。桐朋祭での発表機会に向けての準備がメインとなる。 

【到達目標】 

技術の習熟。同時に音と歴史との関わりも考えたい。 

【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】 

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】 

平常点および実習作品の評価 

【授業展開と内容-前期】 

1.～14. 桐朋祭への準備に向けて、アレンジ曲の選択、実習。 

【事前・事後学習-前期】 

 常にオーケストラ作品の譜面、音源で学習を。 

【授業展開と内容-後期】 

1. ～14. 前期の経験を踏まえて、理論学習へ。 

【事前・事後学習-後期】 

常にオーケストラ作品の譜面、音源で学習を。 

【オフィスアワー】 

開講時に指示。 
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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】 

和声の実施をとおして、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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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
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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＞ 

ハイドンからヴェーベルンまでの実作品から、作品分析の実際を学ぶ。音楽分析の方法論からはじめ、実際のプレゼンテーシ

ョンを通して、音楽作品における統一性と多様性のバランス、様式的•言語的レヴェルにおける作品のアイデンティティ、音楽

作品の影響と類似などを考察する。 

【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 

【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.授業のガイダンス 

分析の方法論について 

2.前年度提出作品のプレゼンテーション（各自） 

3.形式と主題① ハイドン、モーツァルトの創意について 

プレゼンテーション：Haydn : クラヴィーア・ソナタ HobⅩⅥ 

20/35/45/49 から任意の１曲 

4.形式と主題② ハイドン、モーツァルトの創意について 

ディスカッションとアドヴァイス 

5.フィギュラリズム（音型法）と作曲① 

分析プレゼンテーション 

Beethoven :  33 Veränderungen über einen Walzer von 

A.Diabelli op.120 

Beethoven : ピアノソナタ op.27/57/109/110/111 より任

意の１曲 

6.フィギュラリズム（音型法）と作曲② 

ディスカッションとアドヴァイス 

7.フィギュラリズム（音型法）と作曲③ 

Boucourechliev の Beethoven 

レクチャー（読解）とコメンタリー（注釈） 

8.ベートーヴェンのコンテンポラリーへの影響 

Boulez と Stockhausen のピアノ作品について（分析） 

9.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

シューマンのピアノ作品（任意の１曲） 

分析プレゼンテーション 

10.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

シューマン 

ディスカッションとアドヴァイス 

11.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

ショパンのピアノ作品（任意の１曲） 

分析プレゼンテーション 

12.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

ショパン 

ディスカッションとアドヴァイス 

13.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

リストのピアノ作品（任意の１曲） 

分析プレゼンテーション 

14.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

リストのピアノ作品（任意の１曲） 
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ディスカッションとアドヴァイス 

【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.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性／フランス

近代音楽分析 

ドビュッシー（「前奏曲集」から任意の１曲） 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス 

2.フランス近代音楽の理論 

分析の方法論と音楽理論の概要（講義） 

3.フランス近代音楽分析 

ドビュッシー（「前奏曲集」から任意の１曲） 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス 

4.フランス近代音楽分析 

ラヴェル（任意のピアノ作品） 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス① 

5.フランス近代音楽分析 

ラヴェル（任意のピアノ作品） 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス② 

6.フランス近代音楽分析 

ラヴェル（任意のピアノ作品） 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス③ 

7.ドビュッシー、ラヴェルの影響 

メシアン（任意のピアノ作品） 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス 

8.ドビュッシー、ラヴェルの影響 

デュティーユ（任意のピアノ作品） 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス 

9.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性／シベリウス

の音楽 

シベリウス（任意のピアノ作品及び交響作品） 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス 

10.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性／バルトー

クの音楽 

ピアノのための 14 の「バガテル」を含むピアノ作品 

プレゼンテーション 

11.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性／バルトー

クの音楽 

ピアノのための 14 の「バガテル」を含むピアノ作品 

ディスカッションとアドヴァイス 

12.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性／バルトー

クの音楽 

バルトークの弦楽四重奏曲から任意の１曲 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス 

13.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性／ヴェーベ

ルンの音楽 

弦楽四重奏のための 5 つの楽章 op.5、ヴァイオリンとピア

ノための 4 つの小品 

op.7 、弦楽四重奏のためのバガテル op.9 

プレゼンテーション 

14.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性／三善晃

の音楽 

ピアノための「シェーヌ」 

プレゼンテーション及びディスカッションとアドヴァイス 

【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 
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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＞ 

ハイドンからヴェーベルンまでの実作品から、作品分析の実際を学ぶ。音楽分析の方法論からはじめ、実際のプレゼンテーシ

ョンを通して、音楽作品における統一性と多様性のバランス、様式的•言語的レヴェルにおける作品のアイデンティティ、音楽

作品の影響と類似などを考察する。 

【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 

【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.授業のガイダンス 

分析の方法論について 

2.前年度提出作品のプレゼンテーション（各自） 

3.形式と主題① ハイドン、モーツァルトの創意について 

プレゼンテーション：Haydn : クラヴィーア・ソナタ HobⅩⅥ 

20/35/45/49 から任意の１曲 

4.形式と主題② ハイドン、モーツァルトの創意について 

ディスカッションとアドヴァイス 

5.フィギュラリズム（音型法）と作曲① 

分析プレゼンテーション 

Beethoven :  33 Veränderungen über einen Walzer von 

A.Diabelli op.120 

Beethoven : ピアノソナタ op.27/57/109/110/111 より任

意の１曲 

6.フィギュラリズム（音型法）と作曲② 

ディスカッションとアドヴァイス 

7.フィギュラリズム（音型法）と作曲③ 

Boucourechliev の Beethoven 

レクチャー（読解）とコメンタリー（注釈） 

8.ベートーヴェンのコンテンポラリーへの影響 

Boulez と Stockhausen のピアノ作品について（分析） 

9.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

シューマンのピアノ作品（任意の１曲） 

分析プレゼンテーション 

10.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

シューマン 

ディスカッションとアドヴァイス 

11.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

ショパンのピアノ作品（任意の１曲） 

分析プレゼンテーション 

12.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

ショパン 

ディスカッションとアドヴァイス 

13.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

リストのピアノ作品（任意の１曲） 

分析プレゼンテーション 

14.様式的•言語的レヴェルにおける作品の個性 

リストのピアノ作品（任意の１曲） 
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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】 

より深く立体的で聴覚に訴える分析をめざして。 

【到達目標】 

各楽曲の演習を通じ、自身のコンポジションに各自が敷延される様に望みたい。 

【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・フーガの知識・楽式の分析能力。 

【授業の形式】 

その都度授業する楽曲を配布し、音を確認しながら進めたい。 

【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.シェーンベルグ：組曲 op.25 

作曲家のアプローチへの理解。 

セリ―の理解と各組曲の対位的な構成を理解されたい。 

2.ピエロ・リュネール：op.21 

詩の理解と楽曲の多様性、各楽器の特性を把握すること。 

3.バッハ：ゴールドベルグ変奏曲 

自在な対位法への理解をほどかされたい。 

4.ベートーヴェン：ディアベリ変奏曲 op.120 

ベートーヴェンの精神への理解と変奏の多様性。 

5.ポール・デュカ：ラモーの主題による変奏曲と間奏曲およ

び終曲 

主題から生み出された、和声言語の豊かさと間奏曲の終曲

を生み出す意外性。 

6.オリヴィエ・メシアン：主題と変奏 

主題と構成と移高が限られた旋法と抑制された変奏と展開。 

7.モーツァルト：交響曲第 40 番 

見事な無駄のないオーケストレーションと常に生き生きとし

た、和声とリズムの力。 

8.ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲 

バスかはかる倍音の多様性、息づく柔軟なリズム。 

9.ラヴェル：夜のギャスパール 

旋法のゆれと絞首台のリズムペダル・そして M.T.L の第 2

旋法。スカルボの新しいソナタ形式。 

10.バルトーク：ヴァイオリン・ソナタ第 1 番 

ヴァイオリンとピアノの黄金分割と音程の主体性。 

11.武満徹：アスラリズム 

オーケストレーションの息づかいとリズムと時空間の配置。 

12.武満徹：ノーヴェンバー・ステップス 

世界中を魅了した和楽器とオーケストラの試み。 

13.ルチアーノ・ベリオ 

セクエンツァの世界。常に存在するベリオの呼吸、音域と見

事な持続。 

14.オリヴィエ・メシアン：世の終わりの為の四重奏曲 

平和への希求と愛。持続の在り方への考察。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で行う内容を予習してくること。授業でわからない問題点があれば、次回の授業までに質問事項をまとめてくること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ソナタの在り方：モーツァルト 

ヴァイオリンとピアノのソナタ KV304 とピアノソナタ KV310 を

通してモーツァルトの聴覚からよりすぐった音のリアリティー

を探る。 
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2.ソナタの在り方：ベートーヴェン op.106 ハンマークラヴ

ィーア 

3.ソナタの在り方：ベートーヴェン op.110 

4.ブーレーズ：ピアノソナタ第１番 

20 世紀後半のセリー、ブーレーズの展開の姿を追う。 

5.ブーレーズ：フルートとピアノのためのソナチネ 

エネルギーと密度。 

6.鳥の詩の構成 

鳥と自然環境、音程の集約の必然。メシアン：コウライウグイ

ス 

7.メシアン：クロサバクヒタキ 

チャーミングな倍音の真実。 

8.メシアン：ミのための詩 

この会はピアノスコアを配布してオーケストレーションの実

際を研究したい。 

9.メシアン：天国の色彩 

打楽器のリズムとピアノの共鳴。 

10.メシアン：私はまた、死者の復活を待ち望む 

タムタムの倍音、金属打楽器の接続。 

11.クセナキスの世界 

ヘルマ：オクターヴで計算されない尺度。 

エヴリアリ：建設的な設計。 

12.シュトゥックハウゼンの世界 

クラウィールシュトック第 11 番 

提示された偶然。 

13.ジョン・ケージの世界：プリペアド ピアノと響きの偶然。 

14.シューマン：詩人の恋 

ゆれるサブドミナント、不確定な終止、詩とリズムの照応。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で行う内容を予習してくること。授業でわからない問題点があれば、次回の授業までに質問事項をまとめてくること。 

【オフィスアワー】 

火曜日 調布の授業教室にて 授業前後に時間を確保します。 

 

607 作曲法演習 C(応用) 

担当教員 
法倉 雅紀 教授 

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作品に関する洞察/伝統から前衛に向けて貫かれているものと

は何か/個のアイデンティティーと普遍との関わり/作曲技法の革新とは/  

発想力と構築性などについて考察し論じる。 

【到達目標】 

作曲専攻性を対象に音楽作品を通して、そのコンセプト、語法、作曲技法、楽器法、歴史的背景などを勘案しながら分析を行

う。創作とは同時にその作る意味を伝えることが重要であり説明する力が必須である。受講生には楽曲分析プレゼンテーショ

ンの機会を可能な限り設けて分析力、作品創作に寄与できるだけの思考力を育て作曲家として自立できることが目標となる。 

【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 

【授業の形式】 

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 

  ○ ○ ○ ○ 
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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】 

より深く立体的で聴覚に訴える分析をめざして。 

【到達目標】 

各楽曲の演習を通じ、自身のコンポジションに各自が敷延される様に望みたい。 

【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・フーガの知識・楽式の分析能力。 

【授業の形式】 

その都度授業する楽曲を配布し、音を確認しながら進めたい。 

【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.シェーンベルグ：組曲 op.25 

作曲家のアプローチへの理解。 

セリ―の理解と各組曲の対位的な構成を理解されたい。 

2.ピエロ・リュネール：op.21 

詩の理解と楽曲の多様性、各楽器の特性を把握すること。 

3.バッハ：ゴールドベルグ変奏曲 

自在な対位法への理解をほどかされたい。 

4.ベートーヴェン：ディアベリ変奏曲 op.120 

ベートーヴェンの精神への理解と変奏の多様性。 

5.ポール・デュカ：ラモーの主題による変奏曲と間奏曲およ

び終曲 

主題から生み出された、和声言語の豊かさと間奏曲の終曲

を生み出す意外性。 

6.オリヴィエ・メシアン：主題と変奏 

主題と構成と移高が限られた旋法と抑制された変奏と展開。 

7.モーツァルト：交響曲第 40 番 

見事な無駄のないオーケストレーションと常に生き生きとし

た、和声とリズムの力。 

8.ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲 

バスかはかる倍音の多様性、息づく柔軟なリズム。 

9.ラヴェル：夜のギャスパール 

旋法のゆれと絞首台のリズムペダル・そして M.T.L の第 2

旋法。スカルボの新しいソナタ形式。 

10.バルトーク：ヴァイオリン・ソナタ第 1 番 

ヴァイオリンとピアノの黄金分割と音程の主体性。 

11.武満徹：アスラリズム 

オーケストレーションの息づかいとリズムと時空間の配置。 

12.武満徹：ノーヴェンバー・ステップス 

世界中を魅了した和楽器とオーケストラの試み。 

13.ルチアーノ・ベリオ 

セクエンツァの世界。常に存在するベリオの呼吸、音域と見

事な持続。 

14.オリヴィエ・メシアン：世の終わりの為の四重奏曲 

平和への希求と愛。持続の在り方への考察。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で行う内容を予習してくること。授業でわからない問題点があれば、次回の授業までに質問事項をまとめてくること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ソナタの在り方：モーツァルト 

ヴァイオリンとピアノのソナタ KV304 とピアノソナタ KV310 を

通してモーツァルトの聴覚からよりすぐった音のリアリティー

を探る。 
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【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.シューベルトのの作品の分析（和声を中心に） 

3.シューベルトの作品の分析 

4.シューベルトの作品の分析 

5.ベートーヴェンの作品の分析（ピアノソナタを中心に） 

6.ベートーヴェンの作品の分析 

7.ベートーヴェンの作品の分析 

8.ベートーヴェンの作品の分析 

9.ショパンの作品の分析（主に整合性について） 

10.ショパンの作品の分析 

11.ショパンの作品の分析 

12.自作品の分析 

13.自作品の分析 

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.オリエンテーション 

2.シェーンベルクの作品の分析 

3.ウェーベルンの作品の分析 

4.メシアンの作品の分析 

5.ブーレーズの作品の分析 

6.自作品の分析 

7.リゲティの作品の分析 

8.シュトックハウゼンの作品の分析 

9.自作品の分析 

10.グリゼイの作品の分析 

11.ミュライユの作品の分析 

12.マヌリーの作品の分析（コンピュータ作品・IRCAM） 

13.ポストスペクトル楽派の作曲家 

14.自作品の分析、まとめ 

【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。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限以降 

 

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。 

なお、前年度までに本演習を履修した学生は、初めて履修する学生とは別メニューとし、FFT 技術の応用等、より高度な Max

プログラミング・テクニックを学習する。 
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【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。 

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。 

【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  

備考：以下の授業内容は初めて本授業を履修する学生の

ためである。前年までに本授業を履修した学生は別メニュ

ーとなる。 

2.Max プログラミングの基本 (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 プログラミングを次の授業までに組んでおくこと。事前学習：60 分、事後学習：30 分 

【授業展開と内容-後期】 

1.音声信号処理技術 3 (using buffer~) 

2. 音 声 信 号 処 理 技 術 4 (building sampler polyphonic 

synthesizer) 

3.音声信号処理技術 5 (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 

【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】 

メールにてアポイントメントをとること。授業内、授業外、あるいはメールにて随時受け付ける。アドレスは授業内で周知する。 
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【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.シューベルトのの作品の分析（和声を中心に） 

3.シューベルトの作品の分析 

4.シューベルトの作品の分析 

5.ベートーヴェンの作品の分析（ピアノソナタを中心に） 

6.ベートーヴェンの作品の分析 

7.ベートーヴェンの作品の分析 

8.ベートーヴェンの作品の分析 

9.ショパンの作品の分析（主に整合性について） 

10.ショパンの作品の分析 

11.ショパンの作品の分析 

12.自作品の分析 

13.自作品の分析 

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.オリエンテーション 

2.シェーンベルクの作品の分析 

3.ウェーベルンの作品の分析 

4.メシアンの作品の分析 

5.ブーレーズの作品の分析 

6.自作品の分析 

7.リゲティの作品の分析 

8.シュトックハウゼンの作品の分析 

9.自作品の分析 

10.グリゼイの作品の分析 

11.ミュライユの作品の分析 

12.マヌリーの作品の分析（コンピュータ作品・IRCAM） 

13.ポストスペクトル楽派の作曲家 

14.自作品の分析、まとめ 

【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。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限以降 

 

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。 

なお、前年度までに本演習を履修した学生は、初めて履修する学生とは別メニューとし、FFT 技術の応用等、より高度な Max

プログラミング・テクニックを学習する。 
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【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 

4.Electronic Music and Sound Design A.Cipriani/M.Giri 2010 年  

備考：S11-279、S11-280 

【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】 

講義。映像や音源も視聴します。 

【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.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.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 
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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.ボロディン：偉大なる日曜作曲家 

5.ムソルグスキー①：国民楽派を貫いた異才 

6.ムソルグスキー②：国民楽派を最も貫いた異才 

7.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：神秘的な謎の天才 

5.スクリャービン②：神秘的な謎の天才 

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。 

 

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
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【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 

4.Electronic Music and Sound Design A.Cipriani/M.Giri 2010 年  

備考：S11-279、S11-280 

【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】 

講義。映像や音源も視聴します。 

【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.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.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 
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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】 

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.ガイダンス 

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 

【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 

【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) 
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【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】 

前期は＜スペイン音楽入門＞ とし、スペイン音楽のエッセンスを理解する入り口として、その国となりにも触れながら、中世か

ら現代までのスペイン音楽史を概観する。  

後期は各論として、スペイン近代を代表する作曲家たちを研究し、楽曲をとりあげるとともに、他国や他ジャンルとのかかわりを

含む広い視野のなかで、スペイン音楽をとらえていく。  

【到達目標】 

スペイン音楽は、この数年で認知度、人気ともに高まりをみせており、コンクールで課題曲となることも多くなっている。他国の

音楽とは違う個性にアプローチするために、スペイン音楽の基礎知識を備え、自身の演奏や鑑賞に活かすことを目標とする。 

【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。 

【授業の形式】 

講義を中心とし、音源、映像も活用する。講師による実演デモンストレーションあり。また、適宜アクティブラーニングを取り入れ、

履修生に演奏を実践してもらうこともある。 

【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 

 ○ ○  ○ ○ 

【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、その魅力と特殊性 

2.スペイン音楽の特色 

3.スペインの舞踊音楽 Ⅰ（ホタ、ファンダンゴ系、セギディ

ーリャス系 ほか） 

4.スペインの舞踊音楽 Ⅱ（タンゴ、サルダーナ、ソルツィー

コ ほか） 

5.スペインの民謡 ～歌い継がれる民衆のこころ 

6.華ひらく中世の音楽 

7.黄金世紀の輝き ～オルガン、ビウエラを中心に～ 

8.スペイン固有のオペレッタ「サルスエラ」 

9.知られざるバロック、古典期音楽 

10.ギターの世界 ～ スペイン音楽における言語として 

11.近・現代のスペイン音楽 Ⅰ（19 世紀後半から 20 世紀

初頭） 

12.近・現代のスペイン音楽 Ⅱ（20 世紀） 

13.近・現代のスペイン音楽 Ⅲ（20 世紀） 

14.フラメンコ ～ グローバルになったローカル芸術 

ディスカッション 

【事前・事後学習-前期】 

毎回配布されるレジュメと、授業でとったメモをもとに自分なりにノートにまとめること。次回授業での質問事項を考えること。 
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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】 

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.ガイダンス 

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 

【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 

【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) 
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【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 ～《イベリア》を中

心に ～） 

2.作曲家研究 Ⅱ（マヌエル・デ・ファリャ ～ “スペイン的

なるもの”の変遷  ～） 

3.作曲家研究 Ⅲ（ホアキン・トゥリーナ ～ 室内楽作品を

中心に ～） 

4.作曲家研究 Ⅳ（フェデリコ・モンポウ ～ 孤高の音世界

にせまる ～） 

5.作曲家研究 Ⅴ （予備回） 

6.時代をつくった世界的弦楽器奏者＝作曲家たち（サラサ

ーテ、カザルス、カサド） 

7.スペイン・ピアニズムの世界  ～ アルベニスからビニェ

ス、ラローチャまで ～ 

8.エキゾチシズムとしてのスペイン（他国の作曲家によるス

ペイン的作品考察） 

9.スペイン音楽と文学（セルバンテス、F.G.ロルカ、27 年の

世代など） 

10.スペイン音楽と舞台芸術（ディアギレフ＆バレエ･リュスと

のかかわり） 

11.スペイン音楽と絵画 

（ゴヤをめぐる世界 ～ グラナドス《ゴィエスカス》を中心に 

～） 

12.演奏解釈（アンサンブル、ソロでの演習） 

13.スペインとラテンアメリカにおける相互影響 

14.ラテンアメリカの主要作曲家・作品紹介（キューバ、メキ

シコ、アルゼンチン、ブラジルを中心に） 

【事前・事後学習-後期】 

次回にとりあげる作品がわかっている場合は、可能であれば楽譜を準備すること。質問や意見発表ができるように意識して臨

むこと。 

【オフィスアワー】 

水曜日 1 限終了後、10 時 10 分から 10 時半の間（授業日に限る）。「芸術音楽」授業実施教室または、教員控室にて。 

【テキスト】 

1.『スペイン音楽のたのしみ』改訂版 濱田滋郎 2012 年  

備考：WR06-176 

2.『粋と情熱 スペイン・ピアノ作品への招待』 上原由記音（監修：濱田滋郎） 2004 年  

備考：WR04-510 

3.『遙かなる現前 アルベニス、セヴラック、モンポウ』 ウラディミール・ジャンケレヴィッチ （近藤秀樹/訳 ） 2002 年  

備考：WR03-939  

4.『ひそやかな音楽 フェデリコ・モンポウ 生涯と作品』 クララ・ジャネス (熊本マリ/訳)  1993 年  

備考：WR02-118 

5.『フラメンコの歴史』 濱田滋郎 1983 年  

備考：U03-637 

6.『スペイン文化事典』 川成洋・坂東省次  編 2011 年  

備考：WR05-744 

7.『マドリードとカスティーリャを知る 60 章』 川成洋・下山静香  編 2014 年  

8.『ファリャ  生涯と作品』 興津憲作 1987 年  

備考：U04-658 

9.『カザルスとの会話』 J.M.コレドール（佐藤良雄訳） 1988 年  

10.『スペイン通史』（シリーズ コンパクトヒストリア） 川成洋 2020 年 978-4-621-30404-4  
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629 芸術音楽 9(前期) 

担当教員 梅津 時比古 学長 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】 

平野昭先生に講義して頂きます。ベートーヴェンの創作期 7 期区分を提唱した児島新のいう「ボン時代（1782～92）」「ウィーン

台頭期（1793～1800）」「実験期（1800～02」「ドラマ的ソナタ期（1802～08）」「カンタービレ期（1809～13）」「ロマン期（1814～

16）」そして「孤高期（1817～26）」の諸概念を検討しながら、とくに「実験期」以降の、交響曲や協奏曲を含むさまざまなソナタ

多楽章作品を選び出し、楽曲構成、形式と主題の呈示および展開、再現の技法特性を確認します。 

【到達目標】 

ジャンルを越えて、同時期の作品に共通する創作理念あるいは創作姿勢を見抜く力を身につける。ジャンル固有の表現法と

ジャンルを越えて共通する作曲技法の違いを知る。また、個々の楽章形式だけではなく、楽章を越えた作品全体に及ぶ有機

的連関性を支える主題法や楽章連結に見られる調配列などへの視点を喚起する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

楽譜を読めること。静かに CD 等を聴くことに耐えられる人。毎回、通常ノートと五線紙ノートを持参していること。 

【授業の形式】 

講義中心。特にテキストは使用しないが、参考文献などは必要に応じて講義内で案内する。講義では実際に作品の一部を

CD 等により紹介するので、講義予定が明らかな作品につては必ず楽譜を持参して臨んでほしい。 （ピアノ、ＣＤプレイヤー、

楽譜投影用のプロジェクターも使用します） 

【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.ベートーヴェンの創作期区分の諸問題。ソナタ形式概念

の援用による作品分析の基本的な観点。《悲愴ソナタ》

Op.13 を例とした具体的観点の例示。 

2.「ウィーン台頭期」のさまざまな革新的作品。２つのチェ

ロ・ソナタ Op.5。 

3.「実験期」バレエ音楽《プロメテウスの創造物》Op.43 と交

響曲第 1 番 Op.21。 

4.実験期からドラマ的ソナタ期へのひとつの力《ハイリゲン

シュタットの遺書》と「新しい道」の発見。 

2 組の変奏曲 Op.34 と Op.35。 

5.「実験期」冒頭ソナタ形式楽章の破棄。Op.26～27 の３つ

のピアノ・ソナタ。 

6.「ドラマ的ソナタ期」のドラマの構成要素としての「障害と

異物」。３つのピアノ・ソナタ Op.31 と交響曲第 3 番《エロイ

カ》Op.55。 

7.開放的循環形式。交響曲第 5 番 Op.67。 

8.「ドラマ的ソナタ期」と重なる「傑作の森」の大樹。ヴァイオ

リン・ソナタ Op.47 とヴァイオリン協奏曲 Op.61。 

9.主題動機の音形操作ではない主題法によるカンタービレ。

交響曲第 7 番 Op.92 

10.「カンタービレ期」と「ロマン期」のピアノ・ソナタ Op.81a、

Op.90、Op.101 

11.後期への過渡的様式としての Op.90 と Op.101 

12.晩年様式（孤高様式）の象徴としての《ハンマークラヴィ

ーア》Op.106 

13.三部作としての Op.109・110・111 

14.究極の目的地としての晩年 5 曲の弦楽四重奏曲群

Op.127、132、130（＋133） 
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【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 ～《イベリア》を中

心に ～） 

2.作曲家研究 Ⅱ（マヌエル・デ・ファリャ ～ “スペイン的

なるもの”の変遷  ～） 

3.作曲家研究 Ⅲ（ホアキン・トゥリーナ ～ 室内楽作品を

中心に ～） 

4.作曲家研究 Ⅳ（フェデリコ・モンポウ ～ 孤高の音世界

にせまる ～） 

5.作曲家研究 Ⅴ （予備回） 

6.時代をつくった世界的弦楽器奏者＝作曲家たち（サラサ

ーテ、カザルス、カサド） 

7.スペイン・ピアニズムの世界  ～ アルベニスからビニェ

ス、ラローチャまで ～ 

8.エキゾチシズムとしてのスペイン（他国の作曲家によるス

ペイン的作品考察） 

9.スペイン音楽と文学（セルバンテス、F.G.ロルカ、27 年の

世代など） 

10.スペイン音楽と舞台芸術（ディアギレフ＆バレエ･リュスと

のかかわり） 

11.スペイン音楽と絵画 

（ゴヤをめぐる世界 ～ グラナドス《ゴィエスカス》を中心に 

～） 

12.演奏解釈（アンサンブル、ソロでの演習） 

13.スペインとラテンアメリカにおける相互影響 

14.ラテンアメリカの主要作曲家・作品紹介（キューバ、メキ

シコ、アルゼンチン、ブラジルを中心に） 

【事前・事後学習-後期】 

次回にとりあげる作品がわかっている場合は、可能であれば楽譜を準備すること。質問や意見発表ができるように意識して臨

むこと。 

【オフィスアワー】 

水曜日 1 限終了後、10 時 10 分から 10 時半の間（授業日に限る）。「芸術音楽」授業実施教室または、教員控室にて。 

【テキスト】 

1.『スペイン音楽のたのしみ』改訂版 濱田滋郎 2012 年  

備考：WR06-176 

2.『粋と情熱 スペイン・ピアノ作品への招待』 上原由記音（監修：濱田滋郎） 2004 年  

備考：WR04-510 

3.『遙かなる現前 アルベニス、セヴラック、モンポウ』 ウラディミール・ジャンケレヴィッチ （近藤秀樹/訳 ） 2002 年  

備考：WR03-939  

4.『ひそやかな音楽 フェデリコ・モンポウ 生涯と作品』 クララ・ジャネス (熊本マリ/訳)  1993 年  

備考：WR02-118 

5.『フラメンコの歴史』 濱田滋郎 1983 年  

備考：U03-637 

6.『スペイン文化事典』 川成洋・坂東省次  編 2011 年  

備考：WR05-744 

7.『マドリードとカスティーリャを知る 60 章』 川成洋・下山静香  編 2014 年  

8.『ファリャ  生涯と作品』 興津憲作 1987 年  

備考：U04-658 

9.『カザルスとの会話』 J.M.コレドール（佐藤良雄訳） 1988 年  

10.『スペイン通史』（シリーズ コンパクトヒストリア） 川成洋 2020 年 978-4-621-30404-4  
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【事前・事後学習-前期】 

教科書的なものは特には使用しない。必要なレジュメは各講義時に配布。但し、毎回講義で取り上げる予定になっている作

品の楽譜、ポケット・スコアなどを用意。事前 30 分・事後 30 分 

【オフィスアワー】 

特に定めないが、事前に連絡してください。 

 

630 芸術音楽 10(後期) 

担当教員 梅津 時比古 学長 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】 

クザーヌスの世界的権威、八巻和彦特任教授が講義を担当する。 

哲学と音楽との関係は、一見すると遠く離れているようだが、西洋音楽の哲学との距離は、歴史的に見るとかなり近い。むしろ、

音楽の根底を哲学が支えてきたと言っても過言ではないほどである。この点を、古代ギリシアの哲学から中世キリスト教の哲学、

さらに近代と現代の哲学を紹介することで明らかにしたい。 

【到達目標】 

西洋音楽を根柢で支えている哲学についての理解を深めることで、学生が音楽を一層深く理解できるようにしたい。 

【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】 

講義を中心にするが、授業中に意見を求めることもある。また、毎回配布する出席カードに授業へのコメントや質問を書いても

らい、次回の講義の際にそれへの答えをすることで双方向性を保つ。 

【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.哲学とは何か（１）：ロゴス logos の探求 

2.哲学とは何か（２）：常識を疑う 

3.哲学とは何か（３）：自己言及性 

4.ギリシアの哲学（１）：ソクラテス：「無知の知」 

5.ギリシアの哲学（２）：ピュタゴラスとプラトン：「秩序への思

惟」 

6.ギリシアの哲学（３）：アリストテレス：「形式 forma と内容

materia への思惟」 

7.キリスト教の哲学（１）：アウレリウス・アウグスティヌス：「神

の創造した秩序への思惟」 

8.キリスト教の哲学（２）：中世スコラ哲学：「ハルモニアへの

憧憬」 

9.キリスト教の哲学（３）：ニコラウス・クザーヌス：「寛容の探

求」 

10.近代の哲学（１）：ルネ・デカルト：「精神と肉体」 

11.近代の哲学（２）：インマヌエル・カント：「主体と客体」 

12.近代の哲学（３）：G. W. F. ヘーゲル：「弁証法」 

13.現代の哲学（１）：F. W. ニーチェ：「神は死んだ」 

14.現代の哲学（２）：M. メルロ＝ポンティ：「現象学」 

【事前・事後学習-後期】 

事前 30 分・事後 30 分 
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【オフィスアワー】 

特に定めないが事前に連絡してください。 

 

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～ 

 

【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。授業はプレゼンテーション・ツール（Mac の Keynote)を使用して行われ、解説とともに歴史的に重要な電子音楽や

コンピュータ音楽作品を順次、視聴していく。 

【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内で周知する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業ガイダンス 

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 

13.アナログ・シンセサイザー 

14.前期レポート執筆指導 (授業の進行状況により変更に

なる可能性あり） 

【事前・事後学習-前期】 

授業ごとのノート(資料)はメールにて順次、配布する。各授業でのプレゼンテーションは、ムービーとして教員の Web サイトで

視聴することができる。授業を欠席した学生は次週までにムービーを視聴し、授業内容をフォローしておくこと。前記 Web サイ
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【事前・事後学習-前期】 

教科書的なものは特には使用しない。必要なレジュメは各講義時に配布。但し、毎回講義で取り上げる予定になっている作

品の楽譜、ポケット・スコアなどを用意。事前 30 分・事後 30 分 

【オフィスアワー】 

特に定めないが、事前に連絡してください。 

 

630 芸術音楽 10(後期) 

担当教員 梅津 時比古 学長 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】 

クザーヌスの世界的権威、八巻和彦特任教授が講義を担当する。 

哲学と音楽との関係は、一見すると遠く離れているようだが、西洋音楽の哲学との距離は、歴史的に見るとかなり近い。むしろ、

音楽の根底を哲学が支えてきたと言っても過言ではないほどである。この点を、古代ギリシアの哲学から中世キリスト教の哲学、

さらに近代と現代の哲学を紹介することで明らかにしたい。 

【到達目標】 

西洋音楽を根柢で支えている哲学についての理解を深めることで、学生が音楽を一層深く理解できるようにしたい。 

【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】 

講義を中心にするが、授業中に意見を求めることもある。また、毎回配布する出席カードに授業へのコメントや質問を書いても

らい、次回の講義の際にそれへの答えをすることで双方向性を保つ。 

【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.哲学とは何か（１）：ロゴス logos の探求 

2.哲学とは何か（２）：常識を疑う 

3.哲学とは何か（３）：自己言及性 

4.ギリシアの哲学（１）：ソクラテス：「無知の知」 

5.ギリシアの哲学（２）：ピュタゴラスとプラトン：「秩序への思

惟」 

6.ギリシアの哲学（３）：アリストテレス：「形式 forma と内容

materia への思惟」 

7.キリスト教の哲学（１）：アウレリウス・アウグスティヌス：「神

の創造した秩序への思惟」 

8.キリスト教の哲学（２）：中世スコラ哲学：「ハルモニアへの

憧憬」 

9.キリスト教の哲学（３）：ニコラウス・クザーヌス：「寛容の探

求」 

10.近代の哲学（１）：ルネ・デカルト：「精神と肉体」 

11.近代の哲学（２）：インマヌエル・カント：「主体と客体」 

12.近代の哲学（３）：G. W. F. ヘーゲル：「弁証法」 

13.現代の哲学（１）：F. W. ニーチェ：「神は死んだ」 

14.現代の哲学（２）：M. メルロ＝ポンティ：「現象学」 

【事前・事後学習-後期】 

事前 30 分・事後 30 分 
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トの URL は授業内で周知する。予習:20 分、前回授業までの歴史的事象の流れを確認。復習：30 分、授業で視聴した作品、

作曲家についてより深く調べてみる。 

【授業展開と内容-後期】 

1.コンピュータ支援作曲 

2.コンピュータで音を作る試み 

3.コンピュータ音合成技術 

4.コンピュータ音合成技術を用いて制作された Fixed Media

作品 

5.楽器と Fixed Media（テープ）のための作品 

6.リアルタイム・コンピュータ音合成技術 

7.ライブ・コンピュータ音楽 

8.デジタル・シンセサイザーの登場 

9.1980 年代パリのコンピュータ音楽 1 

10.1980 年代パリのコンピュータ音楽 2 

11.インタラクティブ・コンピュータ音楽 

12.コンピュータ音楽へのセンサー技術導入 

13.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 

14.マルチメディア・アート 

【事前・事後学習-後期】 

授業ごとのノート(資料)はメールにて順次、配布する。各授業でのプレゼンテーションは、ムービーとして教員の Web サイトで

視聴することができる。授業を欠席した学生は次週までにムービーを視聴し、授業内容をフォローしておくこと。前記 Web サイ

トの URL は授業内で周知する。予習:20 分、前回授業までの歴史的事象の流れを確認。復習：30 分、授業で視聴した作品、

作曲家についてより深く調べてみる。 

【オフィスアワー】 

Email にて随時受け付ける。アドレスは授業内で周知する。 

【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 

【教材】 

各授業でのプレゼンテーションは、ムービーとして教員の Web サイトで視聴することができる。Web サイトの URL は授業内で

周知する。 

 

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～ 
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【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

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。開講時に収容人数を超えた場合は抽選とします。 

【授業の形式】 

演習を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 

   ○  ○ 

【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】 

可能であれば自分の PC に Reaper をインストールして色々ためしてみると良いでしょう。自分の作品でなくとも、自分の今演奏

している曲を MIDI 入力してみることで、色々得られることは多いと思います。また、オーディオ波形で自分の演奏を確認して

みること、自分が参考にしている演奏と波形を比較することでも大いに発見があると思います。 

【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 
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トの URL は授業内で周知する。予習:20 分、前回授業までの歴史的事象の流れを確認。復習：30 分、授業で視聴した作品、

作曲家についてより深く調べてみる。 

【授業展開と内容-後期】 

1.コンピュータ支援作曲 

2.コンピュータで音を作る試み 

3.コンピュータ音合成技術 

4.コンピュータ音合成技術を用いて制作された Fixed Media

作品 

5.楽器と Fixed Media（テープ）のための作品 

6.リアルタイム・コンピュータ音合成技術 

7.ライブ・コンピュータ音楽 

8.デジタル・シンセサイザーの登場 

9.1980 年代パリのコンピュータ音楽 1 

10.1980 年代パリのコンピュータ音楽 2 

11.インタラクティブ・コンピュータ音楽 

12.コンピュータ音楽へのセンサー技術導入 

13.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 

14.マルチメディア・アート 

【事前・事後学習-後期】 

授業ごとのノート(資料)はメールにて順次、配布する。各授業でのプレゼンテーションは、ムービーとして教員の Web サイトで

視聴することができる。授業を欠席した学生は次週までにムービーを視聴し、授業内容をフォローしておくこと。前記 Web サイ

トの URL は授業内で周知する。予習:20 分、前回授業までの歴史的事象の流れを確認。復習：30 分、授業で視聴した作品、

作曲家についてより深く調べてみる。 

【オフィスアワー】 

Email にて随時受け付ける。アドレスは授業内で周知する。 

【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 

【教材】 

各授業でのプレゼンテーションは、ムービーとして教員の Web サイトで視聴することができる。Web サイトの URL は授業内で

周知する。 

 

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～ 
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13.作品制作継続 14.作品仕上げ 

【事前・事後学習-後期】 

可能であれば自分の PC に PureData をインストールして色々試してみると良いでしょう。 

【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お答えいたします。 

【教材】 

必要に際して指示します。 

 

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】 

「ヴォイス・ケア・ブック」 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.音の原理 

音とは何か、ピッチ、強さ、音色 

聴覚について 

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 

8.音の表現系について 

9.呼吸の解剖生理 
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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 呼吸ー体の使

い方ー音声) 

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 

【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.声の疾患と障害 

2.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） 

【事前・事後学習-後期】 

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】 

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  

【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） 

【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。  
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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】 
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