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655,656 音楽療法の理論と技法α(前期),β(後期) 

担当教員 小宮 暖 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

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

け、目標達成を援助してゆくひとつの治療技法です。講義や音源・映像などを通して音楽療法の広がりを外観し、基本的な知

識を得ていただくとともに、療法士が用いている技術を疑似体験できるような演習的要素も多く盛り込み、身体でわかることも

目指します。前期と後期で内容が異なります。どちらかのみの履修でも可能ですが、両方履修していただくのが望ましいです。

前期は子供対象の音楽療法、後期は成人を対象とした音楽療法について焦点をあてます。また後期は演奏緊張（パフォーマ

ンス不安）の理解と対処法など、音楽家の諸問題を扱う「音楽家のための音楽療法」に多くの時間を割いており、音楽家として

の自分の成長にもつながるヒントを散りばめてゆきます。音楽との関係に悩んだり、音楽と自己の関係について振り返ってみた

い方、演奏緊張がある学生にもおすすめします。全体として体験的ワークを取り入れていますので、積極的に参加することが

要求される授業であることを了承した上で履修してください。  

【到達目標】 

1.音楽療法について、幅広い外観的視野を得る。   

2.音楽療法のモデルや理論を理解する。   

3.音楽療法の技法を実体験する。   

4.音楽と自己の関係について洞察を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

定員４０名 学部３年～  

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

授業内でのディスカッションや体験ワーク（即興演奏やロールプレイなど）に積極的に参加できる（即興演奏は未経験でもまっ

たく問題はありません）。 

【授業の形式】 

講義・ディスカッション・映像・音源を通じた「頭でわかる」と、体験的なワークを通じた「身体でわかる」のバランスを取りながら進

めていきます。 

【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.導入 

2.音楽療法概説 

3.障害児対象の音楽療法：ノードフ・ロビンズ音楽療法 

4.即興体験１ 

5.作文『自分と音楽』 

6.音楽原理について考える 

7.同調について（DVD と身体ワーク） 

8.傾聴講座１ 

9.傾聴講座２ 

10.身体動作と声 

11.即興体験２ 

12.即興体験３ 

13.臨床的即興技法の体験 

14.まとめ 
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【事前・事後学習-前期】 

授業で得た内容を、日常生活、音楽生活で試し生かす工夫する。次回の授業で質問ができるように疑問点をまとめておく。（３

０分－６０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.導入 

2.精神力動理論の理解１ 

3.精神力動理論の理解２ 

4.分析的音楽療法の事例 

5.緩和ケアの音楽療法１（DVD） 

6.緩和ケアの音楽療法（事例） 

7.パフォーマンス不安の理解と対処法 

8.音楽家のための音楽療法１ 

9.音楽家のための音楽療法２ 

10.音楽家のための音楽療法３ 

11.音楽家のための音楽療法４ 

12.音楽家のための音楽療法５ 

13.音楽家のための音楽療法６ 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で得た内容を、日常生活、音楽生活で試し生かす工夫する。次回の授業で質問ができるように疑問点をまとめておく。（３

０分－６０分） 

【オフィスアワー】 

木曜日の授業後 

メール：dkdogen@hotmail.com (学校名、授業名、名前などを明記してください。） 

 

661 音楽史概説 

担当教員 
米田 かおり 講師 

岡田 安樹浩 講師 
曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

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

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

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

な理解を醸成する。 

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

りわけ 18 世紀後半のいわゆる「古典派」の時代から 19 世紀「ロマン主義」の時代にかけては、今日の西洋芸術音楽の中核レ

パートリーの大半が生み出された時代である。この時期を対象とする後期は、「大作曲家」と、その「名曲」をジャンルを問わず

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

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

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

【到達目標】 

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

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

を理解し、自らの音楽活動にいかせるようにする。 

【後期】多くの作曲家とその作品を知り、それらの歴史的関係性について理解する。 
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655,656 音楽療法の理論と技法α(前期),β(後期) 

担当教員 小宮 暖 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

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

け、目標達成を援助してゆくひとつの治療技法です。講義や音源・映像などを通して音楽療法の広がりを外観し、基本的な知

識を得ていただくとともに、療法士が用いている技術を疑似体験できるような演習的要素も多く盛り込み、身体でわかることも

目指します。前期と後期で内容が異なります。どちらかのみの履修でも可能ですが、両方履修していただくのが望ましいです。

前期は子供対象の音楽療法、後期は成人を対象とした音楽療法について焦点をあてます。また後期は演奏緊張（パフォーマ

ンス不安）の理解と対処法など、音楽家の諸問題を扱う「音楽家のための音楽療法」に多くの時間を割いており、音楽家として

の自分の成長にもつながるヒントを散りばめてゆきます。音楽との関係に悩んだり、音楽と自己の関係について振り返ってみた

い方、演奏緊張がある学生にもおすすめします。全体として体験的ワークを取り入れていますので、積極的に参加することが

要求される授業であることを了承した上で履修してください。  

【到達目標】 

1.音楽療法について、幅広い外観的視野を得る。   

2.音楽療法のモデルや理論を理解する。   

3.音楽療法の技法を実体験する。   

4.音楽と自己の関係について洞察を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

定員４０名 学部３年～  

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

授業内でのディスカッションや体験ワーク（即興演奏やロールプレイなど）に積極的に参加できる（即興演奏は未経験でもまっ

たく問題はありません）。 

【授業の形式】 

講義・ディスカッション・映像・音源を通じた「頭でわかる」と、体験的なワークを通じた「身体でわかる」のバランスを取りながら進

めていきます。 

【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.導入 

2.音楽療法概説 

3.障害児対象の音楽療法：ノードフ・ロビンズ音楽療法 

4.即興体験１ 

5.作文『自分と音楽』 

6.音楽原理について考える 

7.同調について（DVD と身体ワーク） 

8.傾聴講座１ 

9.傾聴講座２ 

10.身体動作と声 

11.即興体験２ 

12.即興体験３ 

13.臨床的即興技法の体験 

14.まとめ 
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【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】 

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

【後期】講義と作品の鑑賞。必要な資料は授業ごとに配布する。 

【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】 

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

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

【授業展開と内容-前期】 

1.音楽史を学ぶことの意味 

2.中世の社会と音楽①―キリスト教の典礼とグレゴリオ聖歌 

3.中世の社会と音楽②―多声音楽の成立とアルス・ノヴァ 

4.ルネサンスの音楽①―ルネサンス音楽の始まり：ブルゴ

ーニュ楽派 

5.ルネサンスの音楽②―ルネサンス盛期の音楽：フランド

ル楽派 

6.ルネサンスの音楽③―宗教改革と音楽 

7.バロック音楽の始まり―オペラの誕生と器楽の興隆 

8.バロック音楽―イタリアの場合 

9.バロック音楽―フランス、ドイツの場合 

10.ヘンデルとその時代 

11.J,S,バッハとその時代 

12.バロック音楽の変質と前古典派の様々な傾向 

13.古典派の時代へ 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業ごとに配布するレジュメや楽譜を用いて予習復習をする。とくに授業内の限られた時間では曲の一部しか鑑賞できないの

で、図書館や Naxos の視聴覚資料を積極的に活用する。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.1770 年頃〜1785 年頃 

2.1785 年頃〜1800 年頃 

3.1800 年頃〜1810 年頃 

4.1810 年頃〜1820 年頃 

5.1820 年頃〜1830 年頃 

6.1830 年頃〜1840 年頃 

7.1840 年頃〜1850 年頃 

8.1850 年頃〜1860 年頃 

9.1860 年頃〜1870 年頃 

10.1870 年頃〜1880 年頃 

11.1880 年頃〜1890 年頃 

12.1890 年頃〜1900 年頃 

13.1900 年頃〜 

14.後期授業のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示された楽曲について、各自で聴取する機会をもつこと。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

【前期】授業ごとに、レジュメや楽譜資料等を配布。 

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

洋音楽史再入門』（春秋社）をはじめ、参考文献については適宜紹介する。 

【後期】資料は毎回の授業において配布する。参考図書についてもその中で教示する。 
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663 鍵盤音楽史Ⅰ(前期) 

担当教員 米田 かおり 講師 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

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

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

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

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

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

【到達目標】 

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

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

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

履修案内参照 

【授業の形式】 

講義中心。授業では視聴覚資料を多用する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

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

【授業展開と内容-前期】 

1.概説、および J.S.バッハ（1685-1750）以前の鍵盤音楽 

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

ーア曲集）》をめぐって―楽器、音律の問題 

3.J.S.バッハの鍵盤作品はどのように受容されてきたのか―

エディションの問題／ロマン派以後の音楽家とバッハ 

4.17～18 世紀フランスの鍵盤作品：F.クープラン（1667-

1733）、J.Ph.ラモー（1683-1764）を中心に（1） 

―フランス・バロックの鍵盤組曲について 

5.17～18 世紀フランスの鍵盤作品：F.クープラン（1667-

1733）、J.Ph.ラモー（1683-1764）を中心に（2） 

―フランス・バロックの鍵盤組曲と J.S.バッハの鍵盤組曲／

後世への影響（ドビュッシー、ラヴェルの音楽に見られるこ

と） 

6.D.スカルラッティ（1685-1757）の鍵盤作品（1） 

―D.スカルラッティの生涯と作品、エディションについて 

7.D.スカルラッティ（1685-1757）の鍵盤作品（2） 

―作品の特徴や奏法について／後世への影響（グラナドス

やアルベニス等） 

8.C.Ph.E.バッハ（1714-1788）の鍵盤作品（1） 

―C.Ph.E.バッハの生涯と鍵盤作品／ロマン派の先駆けと

なる書法、思想 

 

9.C.Ph.E.バッハ（1714-1788）の鍵盤作品（2） 

―作品の特徴／ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンな

どに与えた影響 

10.J.ハイドン（1732-1809）の鍵盤作品(1) 

真作、疑作、偽作の問題／エディションについて 

11.J.ハイドンの鍵盤作品(2) 
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【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】 

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

【後期】講義と作品の鑑賞。必要な資料は授業ごとに配布する。 

【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】 

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

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

【授業展開と内容-前期】 

1.音楽史を学ぶことの意味 

2.中世の社会と音楽①―キリスト教の典礼とグレゴリオ聖歌 

3.中世の社会と音楽②―多声音楽の成立とアルス・ノヴァ 

4.ルネサンスの音楽①―ルネサンス音楽の始まり：ブルゴ

ーニュ楽派 

5.ルネサンスの音楽②―ルネサンス盛期の音楽：フランド

ル楽派 

6.ルネサンスの音楽③―宗教改革と音楽 

7.バロック音楽の始まり―オペラの誕生と器楽の興隆 

8.バロック音楽―イタリアの場合 

9.バロック音楽―フランス、ドイツの場合 

10.ヘンデルとその時代 

11.J,S,バッハとその時代 

12.バロック音楽の変質と前古典派の様々な傾向 

13.古典派の時代へ 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業ごとに配布するレジュメや楽譜を用いて予習復習をする。とくに授業内の限られた時間では曲の一部しか鑑賞できないの

で、図書館や Naxos の視聴覚資料を積極的に活用する。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.1770 年頃〜1785 年頃 

2.1785 年頃〜1800 年頃 

3.1800 年頃〜1810 年頃 

4.1810 年頃〜1820 年頃 

5.1820 年頃〜1830 年頃 

6.1830 年頃〜1840 年頃 

7.1840 年頃〜1850 年頃 

8.1850 年頃〜1860 年頃 

9.1860 年頃〜1870 年頃 

10.1870 年頃〜1880 年頃 

11.1880 年頃〜1890 年頃 

12.1890 年頃〜1900 年頃 

13.1900 年頃〜 

14.後期授業のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示された楽曲について、各自で聴取する機会をもつこと。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

【前期】授業ごとに、レジュメや楽譜資料等を配布。 

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

洋音楽史再入門』（春秋社）をはじめ、参考文献については適宜紹介する。 

【後期】資料は毎回の授業において配布する。参考図書についてもその中で教示する。 
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クラヴィーア･ソナタ、クラヴィーア･トリオを中心に 

12.W.A.モーツァルト（1756-1791）の鍵盤作品(1) 

クラヴィーア･ソナタ、クラヴィーア･コンチェルト 

13.W.A.モーツァルトの鍵盤作品(2) 

クラヴィーアを含む室内楽／モーツァルト周辺の音楽家に

ついて 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

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

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

分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

毎回授業で扱う内容についてレジュメや楽譜等の資料を配布。 

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

社、2009） WR05-416 

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

参考文献を適宜紹介する。 

 

664,665 鍵盤音楽史Ⅱ(前期),Ⅲ(後期) 

担当教員 神保 夏子 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

19 世紀から 20 世紀初頭にかけてのピアノ独奏曲を中心とする鍵盤音楽の歩みを、諸ジャンルの展開、楽器や奏法の変化、

同時代の社会的・文化的文脈等と関連付けながら講義形式で概観する授業です。個々の作品の特質に着目するだけでなく、

作曲家に関する伝記的背景や作品相互の影響関係にも触れながら、様々な鍵盤作品を多角的にとらえ直すことを試みます。 

【到達目標】 

ロマン派～近代の鍵盤音楽の特質を、それぞれの文化的・社会的な背景を踏まえつつ、大きな歴史の流れの中で理解できる

ようになる。    

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。ただし、ピアノの主要レパートリーについてある程度の基礎知識があることが望ましい。 

【授業の形式】 

講義形式。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業回数の 3 分の 2 以上の出席を評価の前提とします。授業への取組としては受講態度に加え、毎回課すリアクションペー

パーの記述を重視します。 
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【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション：19 世紀のピアノ文化 

2.ベートーヴェン（1770-1827）のピアノ作品とその影響 

3.シューベルト（1797-1828）のピアノ作品（１）：ソナタと幻想

曲を中心に 

4.シューベルトのピアノ作品（２）：小品と舞曲を中心に 

5.メンデルスゾーン（1809-47）のピアノ作品 

6.ショパン（1810-49）のピアノ作品（１）：ヴィルトゥオーゾとし

ての側面（エチュードと協奏曲を中心に） 

7.ショパンのピアノ作品（２）：サロン文化と性格的小品（ノク

ターンを中心に） 

8.ショパンのピアノ作品（３）：ナショナル・アイデンティティの

問題（マズルカ、ポロネーズ、バラードを中心に） 

9.ショパンのピアノ作品（４）：「伝統的」ジャンルへの取組（ソ

ナタを中心に） 

10.シューマン（1810-56）のピアノ作品（１）：文学と音楽

（《パピヨン》、《幻想小曲集》、《クライスレリアーナ》を中心

に） 

11.シューマンのピアノ作品（２）：ロマン主義美学と「ダヴィッ

ド同盟」（《ダヴィッド同盟舞曲集》と《謝肉祭》を中心に） 

12.シューマンのピアノ作品（３）：3 つのソナタと幻想曲 

13.シューマンのピアノ作品（４）：後期の諸作品 

14.まとめと評価 

【事前・事後学習-前期】 

演奏や聴取を通じて当該領域の音楽に日ごろから積極的に触れるとともに、授業内で紹介する関連文献や楽譜・視聴覚資料

を参考にしながら必要な知識を各自で補ってください。 

予習・復習の目安：１時間／週     

【授業展開と内容-後期】 

1.リスト（1811-86）のピアノ作品（１）：超絶技巧とヴィルトゥオ

ーゾ文化（エチュードとオペラ・パラフレーズを中心に） 

2.リストのピアノ作品（２）：バラードとソナタ 

3.リストのピアノ作品（３）ハンガリー狂詩曲と「民族性」 

4.リストのピアノ作品（４）：宗教的側面（《巡礼の年第 3 年》と

《詩的で宗教的な調べ》を中心に） 

5.ブラームス（1833-97）のピアノ作品（１）：ソナタと変奏曲を

中心に 

6.ブラームスのピアノ作品（２）：小品集を中心に 

7.北欧のピアノ作品：グリーグ（1843-1907）とシベリウス

（1865-1957）の小品を中心に 

8.ロシアのピアノ作品（１）：民族主義の潮流とムソルグスキ

ー（1839-81） 

9.ロシアのピアノ作品（２）：チャイコフスキー（1840-93）を中

心に 

10.フランスの鍵盤音楽（１）：サン＝サーンス（1835-1921）と

フォーレ（1845-1924）を中心に 

11.フランスの鍵盤音楽（２）：フランク（1822-1890）とオルガ

ン音楽の伝統 

12.スペインのピアノ作品：アルベニス（1860-1909）、グラナ

ドス（1867-1916)、ファリャ（1876-1946）を中心に 

13.ロシアのピアノ作品（３）：ラフマニノフ（1873-1943）とスク

リャービン（1872-1915）を中心に 

14.まとめと評価 

【事前・事後学習-後期】 

演奏や聴取を通じて当該領域の音楽に日ごろから積極的に触れるとともに、授業内で紹介する関連文献や楽譜・視聴覚資料

を参考にしながら必要な知識を各自で補ってください。 

予習・復習の目安：１時間／週     

【オフィスアワー】 

調布教室にて授業後に時間を確保します。まとまった時間を要する場合は事前にアポイントを取ること。メールでの質問等も

受け付けています（連絡先については初回授業で指示）。 

【テキスト】 

1.Nineteenth-Century Piano Music [2nd edition] (Routledge Studies in Musical Genres) R. Larry Todd ed. 2013 年 978-

1138133716  

備考：参考書（購入不要） 

2.Music in the Nineteenth Century (The Oxford History of Western Music) Richard Taruskin 2009 年 978-0195384833  

備考：参考書（購入不要） 
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クラヴィーア･ソナタ、クラヴィーア･トリオを中心に 

12.W.A.モーツァルト（1756-1791）の鍵盤作品(1) 

クラヴィーア･ソナタ、クラヴィーア･コンチェルト 

13.W.A.モーツァルトの鍵盤作品(2) 

クラヴィーアを含む室内楽／モーツァルト周辺の音楽家に

ついて 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

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

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

分) 

【オフィスアワー】 

水曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

毎回授業で扱う内容についてレジュメや楽譜等の資料を配布。 

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

社、2009） WR05-416 

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

参考文献を適宜紹介する。 

 

664,665 鍵盤音楽史Ⅱ(前期),Ⅲ(後期) 

担当教員 神保 夏子 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

19 世紀から 20 世紀初頭にかけてのピアノ独奏曲を中心とする鍵盤音楽の歩みを、諸ジャンルの展開、楽器や奏法の変化、

同時代の社会的・文化的文脈等と関連付けながら講義形式で概観する授業です。個々の作品の特質に着目するだけでなく、

作曲家に関する伝記的背景や作品相互の影響関係にも触れながら、様々な鍵盤作品を多角的にとらえ直すことを試みます。 

【到達目標】 

ロマン派～近代の鍵盤音楽の特質を、それぞれの文化的・社会的な背景を踏まえつつ、大きな歴史の流れの中で理解できる

ようになる。    

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。ただし、ピアノの主要レパートリーについてある程度の基礎知識があることが望ましい。 

【授業の形式】 

講義形式。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業回数の 3 分の 2 以上の出席を評価の前提とします。授業への取組としては受講態度に加え、毎回課すリアクションペー

パーの記述を重視します。 
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【教材】 

毎回授業時にプリントを配布します。あわせて個々のトピックに関する参考文献についても紹介します。 

 

666 鍵盤音楽史Ⅳ(後期) 

担当教員 東川 愛 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

20 世紀のピアノ音楽にはさまざまな側面が内包されているが、とりわけピアノ書法と特殊奏法の発展・拡大によって、新しいピ

アノテクニックと演奏表現の可能性が格段に広げられたといえるだろう。本講義では、20 世紀のピアノ音楽を考える上で重要と

思われる現代音楽史の動向やいくつかの視点・テーマに沿って、主要なレパートリーを概観する。 

【到達目標】 

さまざまな傾向とスタイルをもった 20 世紀のピアノ音楽の幅広いレパートリーを学び、見取り図が描けるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

20 世紀のピアノ音楽に関心をもち、ある程度基本的な知識をもっていること。 

【授業の形式】 

講義形式。視聴覚資料を使用するので私語は厳禁とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

2/3 以上の出席。平常点とレポート。 

【授業展開と内容-後期】 

1.19 世紀までのピアノ様式の流れ：ピアノの変遷、各流派

の流れ 

2.フランス印象主義とその周辺 

3.ラグタイムのピアノ・レパートリー概観 

4.ピアノ書法と表現 1：旋法・非西洋への眼差し 

5.ピアノ書法と表現 2：調性の崩壊、無調音楽から十二音

技法へ 

6.ピアノ書法と表現 3：総音列主義と管理された偶然性 

7.特殊奏法と表現 1：音素材の開拓と偶然性、不確定性の

導入 

8.特殊奏法と表現 2：新たな音色の探求とピアノ書法 

 

9.20 世紀のピアノ・エチュード 

10.20 世紀アメリカのピアノ音楽１ 

11.20 世紀アメリカのピアノ音楽２ 

12.バルトークの系譜 

13.ミクスト音楽・ライヴ・エレクトロニクス：ピアノと電子音響 

14.20 世紀の日本のピアノ音楽、後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業テーマに関連するトピックや事項を伝達するので、音楽事典等の該当ページに目を通しておくこと（30 分〜1 時

間）。 

授業で扱った作品のなかで図書館にある音源・楽譜を調べてじっくり視聴・閲覧して復習すること（1 時間程度）。 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に設けませんが、授業前後（10 分程度）に質問を受け付けます。 
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【教材】 

教材は授業内に指示、適宜プリント配布する。 

 

667 20 世紀ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ史(前期) 

担当教員 東川 愛 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】 

器楽アンサンブルは、20 世紀以降の音楽において特に重要な創作ジャンルに位置づけられる。作曲家は既存の枠にとらわ

れない自由な器楽編成を開拓しながら、新しい音響と演奏のさまざまな可能性を探求してきた。とりわけそれは、作曲技法そ

れ自体の追究のみならず、特殊奏法や新しい記譜の考案、楽器の空間的な配置や演劇・舞台・映像とのコラボレーション、ま

た器楽とエレクトロニクスの融合など、多様なアプローチに表れている。本講義では現代音楽史の主な流れに沿いながら、代

表的な作曲家とレパートリーを概観する。 

【到達目標】 

半期で取り扱うことのできる作品はごく限られているが、現代音楽史全体の流れとアンサンブル作品の主な系譜を把握する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

20 世紀以降の音楽全般に関心をもち、ある程度基本的な知識をもっていること。 

【授業の形式】 

講義形式で進めるが、視聴覚資料を使って授業を行うので、私語は厳禁とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

2/3 以上の出席。平常点とレポート。 

【授業展開と内容-前期】 

1.20 世紀前半の流れ 

2.前衛音楽の潮流：セリーからポスト・セリーへ 

3.実験音楽：音楽の解放 

4.アレアトリーと不確定性：作曲・記譜・演奏と形式・音楽的

時間 

5.新しい複雑性：クラスター、微分音、特殊奏法 

6.スペクトル音楽：音色の分析へ 

7.ミュージック・シアター：音楽と言葉、声、身体の表現 

8.ミニマル・ミュージック：反復とずれの音楽 

9.ニューシンプリシティと新ロマン主義：多様式、調性への

回帰 

10.ミクスト音楽 1：ライヴ・エレクトロニック・ミュージック、イン

ターメディア 

 

11.ミクスト音楽 2：ライヴ・エレクトロニクス 

12.ダンス・バレエとアンサンブル 

13.日本のアンサンブル１ 

14.日本のアンサンブル２、前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

次回の講義で扱うテーマを予告するので、音楽事典等で該当する事項や作曲家のページを一通り目を通しておくこと（30 分

〜1 時間程度）。 

授業で扱った作品のなかで図書館にある楽譜・音源を調べてじっくり聴き復習すること（1 時間程度）。 
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【教材】 

毎回授業時にプリントを配布します。あわせて個々のトピックに関する参考文献についても紹介します。 

 

666 鍵盤音楽史Ⅳ(後期) 

担当教員 東川 愛 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

20 世紀のピアノ音楽にはさまざまな側面が内包されているが、とりわけピアノ書法と特殊奏法の発展・拡大によって、新しいピ

アノテクニックと演奏表現の可能性が格段に広げられたといえるだろう。本講義では、20 世紀のピアノ音楽を考える上で重要と

思われる現代音楽史の動向やいくつかの視点・テーマに沿って、主要なレパートリーを概観する。 

【到達目標】 

さまざまな傾向とスタイルをもった 20 世紀のピアノ音楽の幅広いレパートリーを学び、見取り図が描けるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

20 世紀のピアノ音楽に関心をもち、ある程度基本的な知識をもっていること。 

【授業の形式】 

講義形式。視聴覚資料を使用するので私語は厳禁とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

2/3 以上の出席。平常点とレポート。 

【授業展開と内容-後期】 

1.19 世紀までのピアノ様式の流れ：ピアノの変遷、各流派

の流れ 

2.フランス印象主義とその周辺 

3.ラグタイムのピアノ・レパートリー概観 

4.ピアノ書法と表現 1：旋法・非西洋への眼差し 

5.ピアノ書法と表現 2：調性の崩壊、無調音楽から十二音

技法へ 

6.ピアノ書法と表現 3：総音列主義と管理された偶然性 

7.特殊奏法と表現 1：音素材の開拓と偶然性、不確定性の

導入 

8.特殊奏法と表現 2：新たな音色の探求とピアノ書法 

 

9.20 世紀のピアノ・エチュード 

10.20 世紀アメリカのピアノ音楽１ 

11.20 世紀アメリカのピアノ音楽２ 

12.バルトークの系譜 

13.ミクスト音楽・ライヴ・エレクトロニクス：ピアノと電子音響 

14.20 世紀の日本のピアノ音楽、後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業テーマに関連するトピックや事項を伝達するので、音楽事典等の該当ページに目を通しておくこと（30 分〜1 時

間）。 

授業で扱った作品のなかで図書館にある音源・楽譜を調べてじっくり視聴・閲覧して復習すること（1 時間程度）。 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に設けませんが、授業前後（10 分程度）に質問を受け付けます。 
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【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に設けないが、授業前後（10 分程度）に質問を受け付けます。 

【教材】 

必要な教材は授業内に指示する。またはプリントで配布する。 

 

668 管弦楽史Ⅰ(前期) 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 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】 

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

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

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

【到達目標】 

18 世紀から 19 世紀の管弦楽史について理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

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

【授業の形式】 

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.オーケストラの黎明期、コンチェルトとシンフォニア 

2.18 世紀中頃までのドイツ語圏 

3.18 世紀中頃までのロンドン、パリ、ウィーン 

4.Beethoven とその時代 

5.ヴァイオリン・コンチェルトとピアノ・コンチェルト 

6.ポスト Beethoven のシンフォニーと管弦楽曲１ 

7.ポスト Beethoven のシンフォニーと管弦楽曲２、ヴァイオリ

ン・コンチェルトとチェロ・コンチェルトの系譜 

8.標題シンフォニー、交響詩、「新ドイツ派」 

9.19 世紀ドイツのシンフォニー 

10.Bruckner と Brahms 

11.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー１［ロシア］ 

12.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー２［チェコ、北欧］ 

13.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー３［英国、米国、イタ

リア］ 

14.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー４［フランス］ 

【事前・事後学習-前期】 

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

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

テキストは特に指定しない。授業内で詳細なレジュメや作品表等を配布する。 
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670,671 室内楽史Ⅰ(前期),Ⅱ(後期) 

担当教員 沼口 隆 講師 曜日時限 水 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 18 世紀後半から 20 世紀中庸までの室内楽の歴史を概観する。弦楽四重奏曲の歴史をひとつの縦糸としながらも、その他

の編成の楽曲にも充分な目配りを心がける。主要な作曲家の中核的な作品を中心に取り上げてゆくが、「主要」や「中核」も大

いに問い直されるべき概念なので、それらをも批判的に考察できるように、シラバスでは名前を挙げていない作曲家たちや時

代背景などについても視野に含めてゆく。 

【到達目標】 

 室内楽史の大まかな流れを把握し、楽譜を見たり音源を聴いたりした際に、時代ごとに特徴的なジャンルや楽曲の特徴が分

かるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

 講義。 

 レジュメなどの資料を多く配布するので、よく整理しておくことが必要となる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 試験では音源を聴いて解答する問題を出題します。授業で扱った楽曲、とりわけ分析を提示したものについては、繰り返し

聴いて親しんでおいて下さい。  

【授業展開と内容-前期】 

1.導入：「室内楽」の概念、古典派に至るまでの前史 

2.ハイドンの室内楽曲 

3.ハイドンと同時期に活躍した作曲家たちの室内楽曲 

4.モーツァルトの室内楽曲 

5.盛期古典派の室内楽曲 

6.ベートーヴェンの室内楽曲 

7.ベートーヴェンと同時期に活躍した作曲家たちの室内楽

曲 

8.管楽アンサンブルの確立 

9.F．シューベルトの室内楽曲 

10.ルイ・フェルディナンドとルイ・シュポーアの室内楽曲 

11.メンデルスゾーンの室内楽曲 

12.R．シューマンの室内楽曲 

13.メンデルスゾーン、シューマンと同時期に活躍した作曲

家たちの室内楽曲 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.導入：演奏会の発展と室内楽の変容 

2.ブラームスの室内楽曲 

3.ドイツ語圏における 19 世紀末の室内楽曲 

4.19 世紀の北欧の室内楽曲 

5.19 世紀のロシアの室内楽曲 

6.19 世紀の東欧の室内楽曲 
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【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に設けないが、授業前後（10 分程度）に質問を受け付けます。 

【教材】 

必要な教材は授業内に指示する。またはプリントで配布する。 

 

668 管弦楽史Ⅰ(前期) 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 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】 

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

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

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

【到達目標】 

18 世紀から 19 世紀の管弦楽史について理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

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

【授業の形式】 

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.オーケストラの黎明期、コンチェルトとシンフォニア 

2.18 世紀中頃までのドイツ語圏 

3.18 世紀中頃までのロンドン、パリ、ウィーン 

4.Beethoven とその時代 

5.ヴァイオリン・コンチェルトとピアノ・コンチェルト 

6.ポスト Beethoven のシンフォニーと管弦楽曲１ 

7.ポスト Beethoven のシンフォニーと管弦楽曲２、ヴァイオリ

ン・コンチェルトとチェロ・コンチェルトの系譜 

8.標題シンフォニー、交響詩、「新ドイツ派」 

9.19 世紀ドイツのシンフォニー 

10.Bruckner と Brahms 

11.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー１［ロシア］ 

12.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー２［チェコ、北欧］ 

13.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー３［英国、米国、イタ

リア］ 

14.19 世紀ナショナリズムとシンフォニー４［フランス］ 

【事前・事後学習-前期】 

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

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

テキストは特に指定しない。授業内で詳細なレジュメや作品表等を配布する。 
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7.19～20 世紀のフランスの室内楽曲（１）フランク、サン＝

サーンスほか 

8.19～20 世紀のフランスの室内楽曲（２）ドビュッシー、ラヴ

ェルほか 

9.レーガー、ヒンデミットとその周辺 

10.バルトーク、コダーイとその周辺 

11.シェーンベルクとその弟子たち 

12.「６人組」とその時代 

13.ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【オフィスアワー】 

以下のメールアドレスに御連絡ください： 

numaguchi.takashi@ms.geidai.ac.jp 

対面で対応が可能なのは、基本的には水曜日のⅡ限終了直後です。 

【教材】 

配付資料。 

参考書については、必要に応じて適宜、指示します。 

 

672 ｵﾍﾟﾗ・ｵﾗﾄﾘｵ史Ⅰ(後期) 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 オペラとオラトリオはヨーロッパが育んできた大規模声楽曲の二大ジャンルである。本講義では 17 世紀から 19 世紀（主とし

てドイツ語圏）まで、これらのジャンルを歴史的に概観する。近年は特にオペラが DVD の形で広く普及し、そのレパートリーは

広がっている。講義内で多くのレパートリーを映像や録音で体験していこうと考えているが、受講生には本学図書館を活用し

て、自主的にレパートリーの広がりを体験して欲しい。 

【到達目標】 

授業で扱う時代と国・地域のオペラ・オラトリオの歴史、重要な作曲家・作品について理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学入学以前または以降に、音楽史の通史を学んだことのある者。 

【授業の形式】 

講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○  

【授業展開と内容-後期】 

1.オペラの誕生とその前史 

2.17 世紀のオペラ（Monteverdi、Lully、Purcell を中心に）１ 

3.17 世紀のオペラ（Monteverdi、Lully、Purcell を中心に）２ 

4.カトリックの教会音楽、オラトリオ、カンタータ 

5.プロテスタントの教会カンタータと受難曲 

6.18 世紀のオペラ１ 

7.18 世紀のオペラ２ 

8.Händel のオペラとオラトリオ 
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9.Haydn と Mozart  

10.Beethoven 

11.Schubert とその時代 

12.19 世紀前半のドイツにおける合唱運動とオラトリオ 

13.Mendelssohn と Schumann 

14.Liszt のオラトリオ作品 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った作曲家の作品を CD、DVD、スコア等で復習をすること。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

テキストは特に指定しないが、授業毎に詳細なレジュメと作品表を配布する。 

 

674 音楽史Ⅰ 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 中世初期から 18 世紀までの音楽史を対象とするが、とくに 17 世紀初頭から 18 世紀末までの時代に重点を置く。各時代の

「傑作」の概観、作曲技法の変遷を辿ることだけが音楽史の対象ではないので、音楽の社会的・政治的・文化的側面も重視す

る。また、歴史認識・叙述が特定の人々の視点から行なわれざるを得ないという反省を意識して、その視点からこぼれ落ちる

「外部」のことも考えていきたいと思う。 

【到達目標】 

中世から古典派までの音楽史の流れ等について理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学、古楽器専攻 1 年次必修 

【授業の形式】 

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.導入:歴史認識・叙述のあり方。西洋音楽史の時代区分

とその根拠・問題点 

2.ヨーロッパの成立とローマ・キリスト教の諸聖歌。「グレゴリ

オ聖歌」とその伝播 

3.ポリフォニーの「誕生」。「アルス・ノーヴァ」と「トレチェント」。

世俗音楽の「痕跡（楽譜）」 

4.ポリフォニーの「誕生」。「アルス・ノーヴァ」と「トレチェント」。

世俗音楽の「痕跡（楽譜）」 

5.ポリフォニーの「誕生」。「アルス・ノーヴァ」と「トレチェント」。

世俗音楽の「痕跡（楽譜）」 

6.ルネサンス時代の社会と音楽（概論）。古典文化の「内部

化」の過程 

7.イベリア半島、英国、ドイツ語圏、植民地世界のルネサン

ス音楽 

8.中世、ルネサンス時代の器楽曲と楽器 

9.バロック時代の社会と音楽（概論） 

10.オペラの「誕生」とそのイタリアでの伝播 

11.17 世紀前半の世俗的声楽曲 
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7.19～20 世紀のフランスの室内楽曲（１）フランク、サン＝

サーンスほか 

8.19～20 世紀のフランスの室内楽曲（２）ドビュッシー、ラヴ

ェルほか 

9.レーガー、ヒンデミットとその周辺 

10.バルトーク、コダーイとその周辺 

11.シェーンベルクとその弟子たち 

12.「６人組」とその時代 

13.ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【オフィスアワー】 

以下のメールアドレスに御連絡ください： 

numaguchi.takashi@ms.geidai.ac.jp 

対面で対応が可能なのは、基本的には水曜日のⅡ限終了直後です。 

【教材】 

配付資料。 

参考書については、必要に応じて適宜、指示します。 

 

672 ｵﾍﾟﾗ・ｵﾗﾄﾘｵ史Ⅰ(後期) 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 オペラとオラトリオはヨーロッパが育んできた大規模声楽曲の二大ジャンルである。本講義では 17 世紀から 19 世紀（主とし

てドイツ語圏）まで、これらのジャンルを歴史的に概観する。近年は特にオペラが DVD の形で広く普及し、そのレパートリーは

広がっている。講義内で多くのレパートリーを映像や録音で体験していこうと考えているが、受講生には本学図書館を活用し

て、自主的にレパートリーの広がりを体験して欲しい。 

【到達目標】 

授業で扱う時代と国・地域のオペラ・オラトリオの歴史、重要な作曲家・作品について理解を深める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学入学以前または以降に、音楽史の通史を学んだことのある者。 

【授業の形式】 

講義 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○  

【授業展開と内容-後期】 

1.オペラの誕生とその前史 

2.17 世紀のオペラ（Monteverdi、Lully、Purcell を中心に）１ 

3.17 世紀のオペラ（Monteverdi、Lully、Purcell を中心に）２ 

4.カトリックの教会音楽、オラトリオ、カンタータ 

5.プロテスタントの教会カンタータと受難曲 

6.18 世紀のオペラ１ 

7.18 世紀のオペラ２ 

8.Händel のオペラとオラトリオ 
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12.イタリア語文化圏外の劇音楽-仏語、英語、独語文化圏

を中心に 

13.イタリア語文化圏外の劇音楽-仏語、英語、独語文化圏

を中心に 

14.カトリック文化圏の教会音楽 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った作曲家や音楽について事後によく復習すること（目安 60 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.非カトリック文化圏の教会音楽-英国とドイツを中心に 

2.バロック時代における主要な器楽ジャンル 

3.鍵盤楽器のための音楽 

4.弦楽器のための音楽 

5.管楽器のための音楽 

6.古典派時代の古典派時代の社会と音楽（概論） 

7.17～18 世紀における楽器、演奏法の変遷 

8.声楽曲１ オペラとその諸改革 

9.声楽曲１ オペラとその諸改革 

10.器楽曲１ ソナタ、弦楽四重奏曲など―後世の「規範」と

なったジャンル対「変わった編成」の音楽 

11.器楽曲２ 鍵盤楽器のための音楽 「識者」or/and「愛好

家」のために。変貌するフォルテピアノとヴィルトゥオーゾ 

12.器楽曲３ シンフォニーとコンチェルト―「特権化」以前

の諸相 

13.器楽曲３ シンフォニーとコンチェルト―「特権化」以前

の諸相 

14.仏革命期の音楽 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った作曲家や音楽について事後によく復習すること（目安 60 分）。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

とくにテキストは指定しない。授業で参考文献や参考ディスク（本学図書館所蔵のものも含む）などを紹介する。 

 

676 音楽史Ⅱ 

担当教員 神保 夏子 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 M. カッロッツィ／C. チマガッリ『西洋音楽の歴史』第 3 巻（川西麻理訳、シーライトパブリッシング、2011 年）を 1 年かけて講

読することを通して、ロマン派から現代までの西洋音楽史の流れを追いつつ、各時代の重要な作曲家・作品・トピックについて

の理解を深める授業です。講義形式を基本としますが、受講者は毎回テキストの指定範囲を予習（所定の講読票に記入）のう

え、授業に能動的に参加することが求められます。 

【到達目標】 

１）19～20 世紀の西洋芸術音楽史の概要を把握する。 

２）音楽史上の重要なトピックについて、自分自身の視点を確立し、意見を述べることができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学２年次必修。音楽史を学ぶ意欲のある全専攻の学生の履修・聴講を歓迎します。予備知識は特に必要ありませんが、

音楽史の文献を読むことに「全く」関心のない学生の履修はお勧めできません。 

【授業の形式】 

アクティブラーニングを含む講義形式。 
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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】 

授業回数の 75％以上の出席が成績評価の前提となります。期末試験は理解の確認と総括のために行うものとし、平常時の取

組を重視します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンスとイントロダクション 

2.ジョアッキーノ・ロッシーニ（１）[テキスト 32.1] 

3.ジョアッキーノ・ロッシーニ（２）[テキスト 32.2] 

4.ロマン派初期の世代：ヴェーバーとシューベルト（１）[テキ

スト 33.1] 

5.ロマン派初期の世代：ヴェーバーとシューベルト（２）[テキ

スト 33.2] 

6.ロマン派の 3 人の作曲家：メンデルスゾーン、シューマン、

ショパン（１）[テキスト 34.1] 

7.ロマン派の 3 人の作曲家：メンデルスゾーン、シューマン、

ショパン（２）[テキスト 34.2] 

8.ベルリオーズとリスト：絶対音楽？（１）[テキスト 35.1] 

9.ベルリオーズとリスト：絶対音楽？（２）[テキスト 35.2] 

10.19 世紀のイタリアオペラ（１）[テキスト 36.1] 

11.19 世紀のイタリアオペラ（２）[テキスト 36.2] 

12.リヒャルト・ヴァーグナーと楽劇（１）[テキスト 37.1] 

13.リヒャルト・ヴァーグナーと楽劇（２）[テキスト 37.2] 

14.ロマン主義の美学的な必要条件／新しい音楽の道 [テ

キスト第 7 部と第 8 部の序] 

【事前・事後学習-前期】 

テキストの指定個所の通読と講読票の記入。各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。 

【授業展開と内容-後期】 

1.19 世紀後半の交響楽：ブラームスからマーラーへ（１）[テ

キスト 38.1] 

2.19 世紀後半の交響楽：ブラームスからマーラーへ（２）[テ

キスト 38.2] 

3.19 世紀の音楽における愛国主義と写実主義（１）[テキス

ト 39.1] 

4.19 世紀の音楽における愛国主義と写実主義（２）[テキス

ト 39.2] 

5.19～20 世紀のフランスとイタリア（１）[テキスト 40.1] 

6.19～20 世紀のフランスとイタリア（２）[テキスト 40.2] 

7.ウィーン楽派（１）[テキスト 41.1] 

8.ウィーン楽派（２）[テキスト 41.2] 

9.ストラヴィンスキーと新古典主義（１）[テキスト 42.1] 

10.ストラヴィンスキーと新古典主義（２）[テキスト 42.2] 

11.ダルムシュタットと前衛派（１）[テキスト 43.1] 

12.ダルムシュタットと前衛派（２）[テキスト 43.2] 

13.電子音楽とその他（１）[テキスト 44.1] 

14.電子音楽とその他（２）[テキスト 44.2] 

【事前・事後学習-後期】 

テキストの指定個所の通読と講読票の記入。各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。 

【オフィスアワー】 

授業後、調布教員室。メールでの質問等も受け付けています（連絡先については初回授業で指示）。 

【テキスト】 

1.西洋音楽の歴史３（シーライト・パブリッシング） Ｍ．カッロッツォ／Ｃ．チマガッリ（川西麻理訳） 2011 年 \5,200 

9784903439105   

備考：初回は持参不要。履修者は要入手のこと（古書等でも構わない） 

WS02-788 

【教材】 

Ｍ．カッロッツォ／Ｃ．チマガッリ『西洋音楽の歴史３』（Mario Carrozzo e Cristina Cimagalli. Storia della musica occidentale Vol. 

3. Roma: Armando Armando, 1999）川西麻理訳、シーライト・パブリッシング、2011 年。  
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12.イタリア語文化圏外の劇音楽-仏語、英語、独語文化圏

を中心に 

13.イタリア語文化圏外の劇音楽-仏語、英語、独語文化圏

を中心に 

14.カトリック文化圏の教会音楽 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った作曲家や音楽について事後によく復習すること（目安 60 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.非カトリック文化圏の教会音楽-英国とドイツを中心に 

2.バロック時代における主要な器楽ジャンル 

3.鍵盤楽器のための音楽 

4.弦楽器のための音楽 

5.管楽器のための音楽 

6.古典派時代の古典派時代の社会と音楽（概論） 

7.17～18 世紀における楽器、演奏法の変遷 

8.声楽曲１ オペラとその諸改革 

9.声楽曲１ オペラとその諸改革 

10.器楽曲１ ソナタ、弦楽四重奏曲など―後世の「規範」と

なったジャンル対「変わった編成」の音楽 

11.器楽曲２ 鍵盤楽器のための音楽 「識者」or/and「愛好

家」のために。変貌するフォルテピアノとヴィルトゥオーゾ 

12.器楽曲３ シンフォニーとコンチェルト―「特権化」以前

の諸相 

13.器楽曲３ シンフォニーとコンチェルト―「特権化」以前

の諸相 

14.仏革命期の音楽 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った作曲家や音楽について事後によく復習すること（目安 60 分）。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

とくにテキストは指定しない。授業で参考文献や参考ディスク（本学図書館所蔵のものも含む）などを紹介する。 

 

676 音楽史Ⅱ 

担当教員 神保 夏子 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 M. カッロッツィ／C. チマガッリ『西洋音楽の歴史』第 3 巻（川西麻理訳、シーライトパブリッシング、2011 年）を 1 年かけて講

読することを通して、ロマン派から現代までの西洋音楽史の流れを追いつつ、各時代の重要な作曲家・作品・トピックについて

の理解を深める授業です。講義形式を基本としますが、受講者は毎回テキストの指定範囲を予習（所定の講読票に記入）のう

え、授業に能動的に参加することが求められます。 

【到達目標】 

１）19～20 世紀の西洋芸術音楽史の概要を把握する。 

２）音楽史上の重要なトピックについて、自分自身の視点を確立し、意見を述べることができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学２年次必修。音楽史を学ぶ意欲のある全専攻の学生の履修・聴講を歓迎します。予備知識は特に必要ありませんが、

音楽史の文献を読むことに「全く」関心のない学生の履修はお勧めできません。 

【授業の形式】 

アクティブラーニングを含む講義形式。 
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679 音楽史各論Ⅱ(前期) 

担当教員 川本 聡胤 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業では、ポピュラー音楽について学びます。ポピュラー音楽と一口にいっても、実に多種多様なスタイルとジャンルに枝

分かれしています。今年度はまずスタイルとはなにか、ジャンルとは何かについて学び、そのあとに、いくつかのスタイル、そし

ていくつかのジャンルについて学びます。主として欧米のポピュラー音楽を扱いますが、J-POP も織り交ぜながら授業を行い

ます。 

【到達目標】 

（１）ポピュラー音楽のスタイルについて、理論的な理解を深めること。 

（２）ポピュラー音楽のジャンルについて、理論的な理解を深めること。 

（３）ポピュラー音楽のスタイルとジャンルの関係につき、理論的な理解を深めること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

講義を中心とします。音楽もたくさん流します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○      

【成績評価の要点②】 

試験では、曲を聴いて、楽曲を構成するさまざまな要素について、授業内容に関連づけて説明してもらいます。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ポピュラー音楽のスタイルとジャンル 

2.スタイル１：ダンス・ミュージック 

3.スタイル２：バラード 

4.スタイル３：ルーツ・ミュージック 

5.スタイル４：ワールド・ミュージック 

6.スタイル５：バックグラウンド・ミュージック 

7.スタイル６：フォアグラウンド・ミュージック 

8.ジャンル１：ロックンロール 

9.ジャンル２：クラシックロック 

10.ジャンル３：プログレッシブロック 

11.ジャンル４：ニューウェイブ 

12.ジャンル５：オルターナティブロック 

13.ジャンル６：ハイブリッドロック 

14.試験とまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で流された曲を授業後によく聞き直し、授業で学んだ要素が聞き取れるようになるまで繰り返し聞いてから、次回の授業

にのぞんでください。事前事後学習のための所要時間目安は 60 分です。 

【オフィスアワー】 

メールで kawamotoa@ferris.ac.jp まで連絡のうえでアポイントをとってください。 
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680,681 音楽史各論Ⅲ(前期),Ⅳ(後期) 

担当教員 梅津 時比古 学長 曜日時限 水 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 クラス内で順番を決めて、一人ずつ演奏し、それに対して全員が批評を書き、また演奏後に議論します。演奏する前には演

奏者が曲目解説を行います。皆が認めた素晴らしい演奏は、校外のコンサートに出演してもらいます。そういうことを通して、

各自の演奏を高めると共に、批評の書き方、様式についての考え等について学びます。 

【到達目標】 

演奏の本質を見極められるようにする 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

演奏しない人は作曲した作品で参加することも可能です。 

【授業の形式】 

実演・討論・講義 という形で進めます 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.講義の進め方の説明～全員で演奏の順番決めと曲目申

請 

2.演奏・議論・批評の第１回 

3.演奏・議論・批評の第２回 

4.同第３回 

5.同第４回 

6.同第５回 

7.同第６回 

8.同第７回 

9.同第８回 

10.同第９回 

11.同第１０回 

12.同第１１回 

13.同第１２回 

14.同第１３回 

【事前・事後学習-前期】 

演奏曲目の事前調べ３０分 演奏者は練習時間を充分に確保してください。 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期の演奏順番と曲目を決めます 

2.後期演奏第１回 

3.同第２回 

4.同第３回 

5.同第４回 

6.同第５回 

7.同第６回 

8.同第７回 

9.同第８回 

10.同第９回 

11.同第１０回 

12.同第１１回 

13.同第１２回 

14.同１３回 

【事前・事後学習-後期】 

演奏曲目の事前調べ３０分 演奏者は練習時間を充分に確保してください。 
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679 音楽史各論Ⅱ(前期) 

担当教員 川本 聡胤 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業では、ポピュラー音楽について学びます。ポピュラー音楽と一口にいっても、実に多種多様なスタイルとジャンルに枝

分かれしています。今年度はまずスタイルとはなにか、ジャンルとは何かについて学び、そのあとに、いくつかのスタイル、そし

ていくつかのジャンルについて学びます。主として欧米のポピュラー音楽を扱いますが、J-POP も織り交ぜながら授業を行い

ます。 

【到達目標】 

（１）ポピュラー音楽のスタイルについて、理論的な理解を深めること。 

（２）ポピュラー音楽のジャンルについて、理論的な理解を深めること。 

（３）ポピュラー音楽のスタイルとジャンルの関係につき、理論的な理解を深めること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

講義を中心とします。音楽もたくさん流します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○      

【成績評価の要点②】 

試験では、曲を聴いて、楽曲を構成するさまざまな要素について、授業内容に関連づけて説明してもらいます。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ポピュラー音楽のスタイルとジャンル 

2.スタイル１：ダンス・ミュージック 

3.スタイル２：バラード 

4.スタイル３：ルーツ・ミュージック 

5.スタイル４：ワールド・ミュージック 

6.スタイル５：バックグラウンド・ミュージック 

7.スタイル６：フォアグラウンド・ミュージック 

8.ジャンル１：ロックンロール 

9.ジャンル２：クラシックロック 

10.ジャンル３：プログレッシブロック 

11.ジャンル４：ニューウェイブ 

12.ジャンル５：オルターナティブロック 

13.ジャンル６：ハイブリッドロック 

14.試験とまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で流された曲を授業後によく聞き直し、授業で学んだ要素が聞き取れるようになるまで繰り返し聞いてから、次回の授業

にのぞんでください。事前事後学習のための所要時間目安は 60 分です。 

【オフィスアワー】 

メールで kawamotoa@ferris.ac.jp まで連絡のうえでアポイントをとってください。 
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【オフィスアワー】 

オフィスアワーは定めないが事前に連絡してください。 

 

682,683 音楽史各論Ⅴ(前期),Ⅵ(後期) 

担当教員 沼口 隆 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜歌曲史＞ 

 中世の単旋律歌曲から 20 世紀の芸術歌曲まで、西洋芸術音楽の範疇に含まれる歌曲を一通り概観する。 

 前期には 19 世紀前半まで、後期には 19 世紀後半以降を扱う。時代による変化を実例に則して理解できるようにしてゆく。 

【到達目標】 

歌曲の歴史の概要を把握し、楽譜を見たり音源を聴いたりした際に、時代ごとに代表的なジャンルの特徴が分かるようになる。    

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

講義。 

レジュメや譜例などの資料を多く配布するので、よく整理しておくことが必要となる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 試験では音源を聴いて解答する問題を出題します。授業で扱った楽曲、とりわけ分析を提示したものについては、繰り返し

聴いて親しんでおいて下さい。  

【授業展開と内容-前期】 

1.導入、15 世紀までの単旋律歌曲（１） 

2.15 世紀までの単旋律歌曲（２） 

3.14 世紀のイタリアとフランスの多声歌曲 

4.15 世紀のイタリアとフランスの多声歌曲 

5.16 世紀の多声歌曲（１）：フランス、ドイツ、イギリス、スペイ

ン 

6.16 世紀の多声歌曲（２）：イタリア 

7.バロック時代の歌曲 

8.18 世紀後半のリート（１）：ベルリン・リート楽派、バラード 

9.18 世紀後半のリート（２）：ヴィーンのリートと芸術歌曲の

成立 

10.19 世紀前半のリート（１）：19 世紀前半のリートの美学 

11.19 世紀前半のリート（２）：第３ベルリン・リート楽派（F.メ

ンデルスゾーンほか） 

12.19 世紀前半のリート（３）：ベルリン以外でのリート創作 

13.19 世紀前半のリート（４）：F.シューベルトほか 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.19 世紀前半のリート（５）：R.シューマンの「歌の年」と C.シ ューマン 
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2.リートからゲザングへ（１）：リートの美学の変容（後期シュ

ーマンとリストほか） 

3.リートからゲザングへ（２）：ブラームスほか 

4.リートからゲザングへ（３）：ヴォルフほか 

5.世紀転換期のオーケストラ歌曲（１）：マーラーほか 

6.世紀転換期のオーケストラ歌曲（２）：R.シュトラウスほか 

7.ロマンスからメロディへ：ベルリオーズほか 

8.1870 年以降のメロディとフランス語圏のオーケストラ歌曲

（１）：デュパルク、ショーソンほか 

9.1870 年以降のメロディとフランス語圏のオーケストラ歌曲

（２）：フォーレほか 

10.メロディと新たな音楽語法（１）：ドビュッシー、ラヴェルほ

か 

11.メロディと新たな音楽語法（２）：「六人組」ほか 

12.ドイツ語圏、フランス語圏以外の歌曲 

13.20 世紀前半の歌曲：新ヴィーン楽派ほか 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【オフィスアワー】 

以下のメールアドレスに御連絡ください： 

numaguchi.takashi@ms.geidai.ac.jp 

対面で対応が可能なのは、基本的には水曜日のⅡ限終了直後です。 

【教材】 

配付資料。 

参考書については、必要に応じて適宜、指示します。 

 

686,687 音楽史各論Ⅸ(前期),Ⅹ(後期) 

担当教員 藤村 晶子 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

〈世界大戦と音楽〉 

 20 世紀前半に起きた二つの世界大戦と音楽文化の関わりを広く考察する。大戦前夜から 1920 年代初頭には、多様な芸術

運動が次々に現れた（未来派、ダダ、シュルレアリスム、ロシア・アヴァンギャルド、新即物主義など）。その主張はそれぞれ異

なっていても、ヨーロッパの衰退に対する強い危機感と芸術の変革をめざす点では共通していた。そのいわば「終わりの始まり」

である大戦前後の芸術が、現代の私たちに投げかける問題を考えたい。国際社会の動向や他ジャンル芸術との関連も視野

に入れながら、「クラシック音楽」の変容を多角的にとらえるのが授業の目的である。 

 前期は時代全体の特色を考え（概論）、今年度の後期は、2020 年に生誕 125 周年を迎えるパウル・ヒンデミット（1895-1963）

に焦点を当てる。ドイツのヴァイマル共和国期を代表する音楽家ヒンデミットの音楽実践をたどりながら、彼の問題意識がいか

なるものであったのかを考察する。彼はナチス政権と対立し、1938 年にドイツからの亡命を余儀なくされるが、その契機となっ

た《画家マティス》（1933-35）とはどのような作品なのか。さらに今年度は、音楽家にとっての「亡命」（＝国を去ること、あるいは

精神的な亡命）という観点からも、両大戦間期の多様な音楽への考察を深めたいと考えている。半期ごとの受講が可能だが、

時代全体への理解のためには通年での受講が望ましい。 

【到達目標】 

20 世紀前半の音楽文化に何が起きていたのかを理解する。二つの世界戦争が今日まで及ぼしている持続的影響への理解

を深め、「クラシック音楽の現在」への問題意識を育てる。 
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【オフィスアワー】 

オフィスアワーは定めないが事前に連絡してください。 

 

682,683 音楽史各論Ⅴ(前期),Ⅵ(後期) 

担当教員 沼口 隆 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

＜歌曲史＞ 

 中世の単旋律歌曲から 20 世紀の芸術歌曲まで、西洋芸術音楽の範疇に含まれる歌曲を一通り概観する。 

 前期には 19 世紀前半まで、後期には 19 世紀後半以降を扱う。時代による変化を実例に則して理解できるようにしてゆく。 

【到達目標】 

歌曲の歴史の概要を把握し、楽譜を見たり音源を聴いたりした際に、時代ごとに代表的なジャンルの特徴が分かるようになる。    

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

講義。 

レジュメや譜例などの資料を多く配布するので、よく整理しておくことが必要となる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 試験では音源を聴いて解答する問題を出題します。授業で扱った楽曲、とりわけ分析を提示したものについては、繰り返し

聴いて親しんでおいて下さい。  

【授業展開と内容-前期】 

1.導入、15 世紀までの単旋律歌曲（１） 

2.15 世紀までの単旋律歌曲（２） 

3.14 世紀のイタリアとフランスの多声歌曲 

4.15 世紀のイタリアとフランスの多声歌曲 

5.16 世紀の多声歌曲（１）：フランス、ドイツ、イギリス、スペイ

ン 

6.16 世紀の多声歌曲（２）：イタリア 

7.バロック時代の歌曲 

8.18 世紀後半のリート（１）：ベルリン・リート楽派、バラード 

9.18 世紀後半のリート（２）：ヴィーンのリートと芸術歌曲の

成立 

10.19 世紀前半のリート（１）：19 世紀前半のリートの美学 

11.19 世紀前半のリート（２）：第３ベルリン・リート楽派（F.メ

ンデルスゾーンほか） 

12.19 世紀前半のリート（３）：ベルリン以外でのリート創作 

13.19 世紀前半のリート（４）：F.シューベルトほか 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

事前に指示するので、それに応じて、楽譜の内容を検討したり、音源を聴いたりしてくること（30 分程度）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.19 世紀前半のリート（５）：R.シューマンの「歌の年」と C.シ ューマン 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学二年次以上が望ましいが、積極的に授業に参加できるなら一年次でも可。現代の音楽と文化に広く関心のある者。 

【授業の形式】 

講義中心。受講生と双方向で問題を考察する機会として、各回のリアクション・ペーパーを重視する。受講生の積極的な参加

を歓迎する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

学期末レポート、および授業への出席状況。受講者はほぼ毎回、授業内容についての短いコメントを書く。コメントは内容確

認後に返却するので、受講後には各自の手元に「コメント集」ができる仕組みである。これらを総合的に評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション①／亡命・移民・離散（ディアスポラ） 

2.イントロダクション②／戦後ドイツの「負の遺産」 

3.1910 年/1930 年 ① モデルネの始まりとしての 1910 年 

4.1910 年/1930 年 ② 美術における問題提起 

5.1910 年/1930 年 ① シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

6.1910 年/1930 年 ② シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

7.1910 年/1930 年 ③ シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

8.1910 年/1930 年 ④ シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

9.両大戦間という時代 ① 伝統を粉砕せよ・未来派 

10.両大戦間という時代 ② 伝統を粉砕せよ・シュルレアリ

スム（＝超現実主義） 

11.両大戦間という時代 ③ 変貌するロシア・実験と統制

のあいだで 

12.両大戦間という時代 ④ 変貌するロシア・実験と統制

のあいだで 

13.両大戦間という時代 ⑤ 新しい秩序をもとめて 

14.両大戦間という時代 ⑥ 新しい秩序をもとめて 

【事前・事後学習-前期】 

毎回の授業で扱う概念、作品、人名について予習復習を行い、授業テーマへの理解を深めること。特に、レジュメに記載され

た関連の文献と音源資料（CD）は各自が必ず確認すること（目安 60 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション①／亡命・移民・離散（ディアスポラ）～

両大戦間期 

2.イントロダクション②／ヒンデミット研究の現在 

3.パウル・ヒンデミット（総論） 

4.1920 年代のヒンデミット ① 因襲を壊す 

5.1920 年代のヒンデミット ② 室内楽という戦略 

6.1920 年代のヒンデミット ③ メディアと聴衆 

7.ドナウエッシンゲン現代室内楽音楽祭 ① 

8.ドナウエッシンゲン現代室内楽音楽祭 ② 

9.《画家マティス》を読み直す ① 

10.《画家マティス》を読み直す ② 

11.ヒンデミットの「亡命」① 

12.ヒンデミットの「亡命」② 

13.両大戦間期の芸術が投げかけるもの ① 

14.まとめ・両大戦間期の芸術が投げかけるもの ② 

【事前・事後学習-後期】 

毎回の授業で扱う概念、作品、人名について予習復習を行い、授業テーマへの理解を深めること。特に、レジュメ記載の文献、

CD は各自が必ず確認すること（目安 60 分）。 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に定めないが、事前に連絡すること 

【教材】 

毎回プリントを配布。授業内で随時紹介。 
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〈主要参考文献」 

『世界音楽の本』（岩波書店、2007 年） WR05-123 

『20 世紀を語る音楽 1,2』（アレックス・ロス、柿沼敏江訳、みすず書房、2010 年） WR05-719、WR05-720 

『現代の起点・第一次世界大戦』（全 4 巻、山室信一、岡田暁生、小関隆、藤原辰史共同編集、岩波書店、2014 年）  

WR06-798、WR06-799、WR06-800、WR06-801 うち、特に第 3 巻『精神の変容』 

『〈クラシック音楽〉はいつ終わったのか？――音楽史における第一次世界大戦の前後』（岡田暁生、人文書院、2010 年） 

WR05-695 

『葛藤する形態――第一次世界大戦と美術』（河本真理、人文書院、2010 年） WR06-313 

『ワイマル文化を生きた人々』（W.ラカー、脇圭平訳、ミネルヴァ書房、1980 年） WR05-908 

『バルトーク音楽論選』（B.バルトーク、伊東信宏・太田峰夫訳、ちくま書房、2018 年） 

 『〈亡命〉の音楽文化誌』 （エティエンヌ・バリリエ、西久美子訳、アルテスパブリッシング、2018 年） 

『批判的想像力のために・グローバル化時代の日本』（テッサ・モーリス＝スズキ、平凡社、2002 年） 

『アウシュヴィッツと〈アウシュヴィッツの嘘〉』（ティル・バスティアン、石田勇治ほか訳、白水社、2005 年） 

 

694,695 音楽史各論ⅩⅦ(前期),ⅩⅧ(後期) 

担当教員 西原 稔 特別招聘教授 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】 

音楽学は何を学ぶ学問であるのかという、研究の全体像を論じるのがこの講義の目的である。音楽学はとくに文学や演劇など

の諸芸術と結びつきをもつだけではなく、経済や政治にも大きく左右されることの多い分野でもあった。そして今日音楽学の

周辺領域は非常に拡大し、多様な研究が生み出されている。この講義では音楽学の問題領域という視点からこの学問の多様

なアプローチについて取り上げる。 

【到達目標】 

音楽研究とは何かという問題意識を培っていただきたい。音楽学は、楽譜の研究だけにはとどまらない、広く人間科学全般に

及ぶ課題を含んでいる。この講義を通して音楽を研究することの意義と面白さ、そして自身の問題意識をもってもらいたい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

履修資格はとくにないが、音楽学専攻学生は必修である。そのほかの専攻学生にも広く受講してもらいたい。予備知識は必

要ではないが、音楽や芸術、社会、歴史に関する幅広い関心を常にもつようにしてもらいたい。 

【授業の形式】 

講義形式 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

試験が主たる評価になるが、授業への積極的な参加や出席率を重視する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.音楽学は何を研究するのか 2.音楽と受容―社会階層と音楽 

 208

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学二年次以上が望ましいが、積極的に授業に参加できるなら一年次でも可。現代の音楽と文化に広く関心のある者。 

【授業の形式】 

講義中心。受講生と双方向で問題を考察する機会として、各回のリアクション・ペーパーを重視する。受講生の積極的な参加

を歓迎する。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

学期末レポート、および授業への出席状況。受講者はほぼ毎回、授業内容についての短いコメントを書く。コメントは内容確

認後に返却するので、受講後には各自の手元に「コメント集」ができる仕組みである。これらを総合的に評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション①／亡命・移民・離散（ディアスポラ） 

2.イントロダクション②／戦後ドイツの「負の遺産」 

3.1910 年/1930 年 ① モデルネの始まりとしての 1910 年 

4.1910 年/1930 年 ② 美術における問題提起 

5.1910 年/1930 年 ① シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

6.1910 年/1930 年 ② シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

7.1910 年/1930 年 ③ シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

8.1910 年/1930 年 ④ シェーンベルク、ストラヴィンスキー、

バルトーク、ヒンデミット 

9.両大戦間という時代 ① 伝統を粉砕せよ・未来派 

10.両大戦間という時代 ② 伝統を粉砕せよ・シュルレアリ

スム（＝超現実主義） 

11.両大戦間という時代 ③ 変貌するロシア・実験と統制

のあいだで 

12.両大戦間という時代 ④ 変貌するロシア・実験と統制

のあいだで 

13.両大戦間という時代 ⑤ 新しい秩序をもとめて 

14.両大戦間という時代 ⑥ 新しい秩序をもとめて 

【事前・事後学習-前期】 

毎回の授業で扱う概念、作品、人名について予習復習を行い、授業テーマへの理解を深めること。特に、レジュメに記載され

た関連の文献と音源資料（CD）は各自が必ず確認すること（目安 60 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション①／亡命・移民・離散（ディアスポラ）～

両大戦間期 

2.イントロダクション②／ヒンデミット研究の現在 

3.パウル・ヒンデミット（総論） 

4.1920 年代のヒンデミット ① 因襲を壊す 

5.1920 年代のヒンデミット ② 室内楽という戦略 

6.1920 年代のヒンデミット ③ メディアと聴衆 

7.ドナウエッシンゲン現代室内楽音楽祭 ① 

8.ドナウエッシンゲン現代室内楽音楽祭 ② 

9.《画家マティス》を読み直す ① 

10.《画家マティス》を読み直す ② 

11.ヒンデミットの「亡命」① 

12.ヒンデミットの「亡命」② 

13.両大戦間期の芸術が投げかけるもの ① 

14.まとめ・両大戦間期の芸術が投げかけるもの ② 

【事前・事後学習-後期】 

毎回の授業で扱う概念、作品、人名について予習復習を行い、授業テーマへの理解を深めること。特に、レジュメ記載の文献、

CD は各自が必ず確認すること（目安 60 分）。 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に定めないが、事前に連絡すること 

【教材】 

毎回プリントを配布。授業内で随時紹介。 
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3.音楽教育とその思想 

4.音楽と経済 

5.音楽と政治 

6.音楽と複製技術（録音芸術の課題） 

7.楽譜の歴史（情報伝達手段としての楽譜） 

8.楽譜と音楽表現 

9.音楽のジャンルの問題 

10.音楽形式と理論 

11.音楽と諸芸術 

12.音楽と科学（電子楽器など） 

13.民族音楽学・日本音楽研究 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で配布した資料などを復習するように心がけてもらいたい。またシラバスに基づいて講義は進行するので、事前に次回

のテーマについて各自予習しておくことが望ましい。(目安各 30～６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.音楽史学と伝記研究 

2.音楽史学と資料研究 

3.音楽美学及び音楽思想史（１）古代からルネサンス 

4.音楽美学及び音楽思想史（２）バロックから 19 世紀 

5.音楽美学及び音楽思想史（３）20 世紀 

6.音楽理論史（１）古代からバロック 

7.音楽理論史（２）古典派から 20 世紀 

8.音楽理論と創作 

9.音楽創作の実験 

10.楽器と音楽史（オーケストレーションの問題） 

11.原典版とはなにか 

12.演奏史の課題 

13.日本の音楽学の課題 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で配布した資料などを復習するように心がけてもらいたい。またシラバスに基づいて講義は進行するので、事前に次回

のテーマについて各自予習しておくことが望ましい。(目安各 30～６０分)  

【オフィスアワー】 

質問がある場合は、授業終了後か、別途曜日及び時間について相談に乗ります。場所は調布教員室 

【教材】 

講義に際し資料を配布する 

 

701 民族音楽学概論 

担当教員 伏木 香織 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

前期は従来、民族音楽学とよばれてきた学問の学説史と基礎理論について概説を行う。 

「音楽の人類学（民族音楽学)」という学問がどのような形で「文化」や「音楽」を見つめてきたのか、また今後の我々がどのよう

に見るべきなのかについて考察する。 

後期は、音楽芸能と政治や社会との関係性を見つめる視点を学ぶ。アジア地域を中心として３つのテーマから音楽や芸能を

取り上げ、それらと政治、社会がいかなる形で関係性を持っているのか、現実社会における国家やコミュニティの揺らぎと不安

といったものに注目してみる。音楽や芸能に対峙するとき、音楽学や音楽史学といった観点のほか、文化人類学あるいは社

会学的な観点からも、問題意識をもって眺められるようにしたい。 

【到達目標】 

世界の様々な音楽には独自の美学があることを知っている。 
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音楽芸能がそれ独自として存在するものではなく、社会と密接な関係性を持つことを知っている。 

音楽とは社会的に構築された行為であり、コミュニケーションであることを理解している。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

様々な音楽に対して興味を持っていることが重要（知っていることではなく、興味をもっているだけでよい）。 

できれば世界史の知識があること、また時事問題にも興味を持ち、日々のニュースを知っていることが望ましい。 

履修人数が多すぎる場合には、人数制限を行う。(最大 50 名まで) 

※優先順位として、卒業のかかっている学年を最優先としますが、昨年度、出席態度不良などの理由で失格になったために

再履修を希望するような学生は除外します。 

【授業の形式】 

基本的に講義形式。パワーポイント、AV 資料を利用して、講義の対象となった音楽、芸能とそれを行う地域文化について知る

機会を持つ。また授業内容によっては授業内でワークをやっ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.「民族音楽学」とよばれた学問 

1)音楽学と「比較音楽学」の成立 

2.「民族音楽学」とよばれた学問 

2)「比較音楽学」の学問的態度 

3.「民族音楽学」とよばれた学問 

3)「比較音楽学」から生まれた音楽学の基礎理論 

4.「民族音楽学」とよばれた学問 

4)「比較音楽学」の限界と民族音楽学の成立 

5.「民族音楽学」とよばれた学問 

5)「民族音楽学」の成立とその態度 

6.「民族音楽学」とよばれた学問 

6)「民族音楽学」の問題点 

7.「民族音楽学」とよばれた学問 

7)「民族音楽学」の迷走～ライティング・カルチャー・ショック

以後 

8.「民族音楽学」とよばれた学問 

8)現在の「民族音楽学」とその研究態度 

9.楽器の特徴をとらえる～楽器学入門 

10.音楽の要素～音の体系・音組織 

11.音楽の要素～リズム 

12.採譜と音楽分析の手法 

13.フィールドワーク～方法、倫理、報告の読み方 

14.音楽をする人々とは 

【事前・事後学習-前期】 

予習：徳丸吉彦（2016）『ミュージックスとの付き合い方ー民族音楽学の広がり』左右社（放送大学叢書 031)の該当部分を読ん

でおくこと。 

復習：上記参考書を読みながら、授業内容を確認しておくこと。 

指定された書籍の通読、各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。 

【授業展開と内容-後期】 

1.音楽と社会的弾圧(1):移動する人々とその音楽・芸能 

・ディアスポラ 

・芸能の地理的空間 

・様々なローカルへの対応 

・歴史と歴史的空間 

・人々の記憶と語りの集積 

2.音楽と社会的弾圧(2):移動する人々とその音楽・芸能 

・ディアスポラ 

・芸能の地理的空間 

・様々なローカルへの対応 

・歴史と歴史的空間 

・人々の記憶と語りの集積 

3.音楽と社会的弾圧(3):移動する人々とその音楽・芸能 

・ディアスポラ 

・芸能の地理的空間 

・様々なローカルへの対応 

・歴史と歴史的空間 

・人々の記憶と語りの集積 
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3.音楽教育とその思想 

4.音楽と経済 

5.音楽と政治 

6.音楽と複製技術（録音芸術の課題） 

7.楽譜の歴史（情報伝達手段としての楽譜） 

8.楽譜と音楽表現 

9.音楽のジャンルの問題 

10.音楽形式と理論 

11.音楽と諸芸術 

12.音楽と科学（電子楽器など） 

13.民族音楽学・日本音楽研究 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で配布した資料などを復習するように心がけてもらいたい。またシラバスに基づいて講義は進行するので、事前に次回

のテーマについて各自予習しておくことが望ましい。(目安各 30～６０分)  

【授業展開と内容-後期】 

1.音楽史学と伝記研究 

2.音楽史学と資料研究 

3.音楽美学及び音楽思想史（１）古代からルネサンス 

4.音楽美学及び音楽思想史（２）バロックから 19 世紀 

5.音楽美学及び音楽思想史（３）20 世紀 

6.音楽理論史（１）古代からバロック 

7.音楽理論史（２）古典派から 20 世紀 

8.音楽理論と創作 

9.音楽創作の実験 

10.楽器と音楽史（オーケストレーションの問題） 

11.原典版とはなにか 

12.演奏史の課題 

13.日本の音楽学の課題 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で配布した資料などを復習するように心がけてもらいたい。またシラバスに基づいて講義は進行するので、事前に次回

のテーマについて各自予習しておくことが望ましい。(目安各 30～６０分)  

【オフィスアワー】 

質問がある場合は、授業終了後か、別途曜日及び時間について相談に乗ります。場所は調布教員室 

【教材】 

講義に際し資料を配布する 

 

701 民族音楽学概論 

担当教員 伏木 香織 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

前期は従来、民族音楽学とよばれてきた学問の学説史と基礎理論について概説を行う。 

「音楽の人類学（民族音楽学)」という学問がどのような形で「文化」や「音楽」を見つめてきたのか、また今後の我々がどのよう

に見るべきなのかについて考察する。 

後期は、音楽芸能と政治や社会との関係性を見つめる視点を学ぶ。アジア地域を中心として３つのテーマから音楽や芸能を

取り上げ、それらと政治、社会がいかなる形で関係性を持っているのか、現実社会における国家やコミュニティの揺らぎと不安

といったものに注目してみる。音楽や芸能に対峙するとき、音楽学や音楽史学といった観点のほか、文化人類学あるいは社

会学的な観点からも、問題意識をもって眺められるようにしたい。 

【到達目標】 

世界の様々な音楽には独自の美学があることを知っている。 
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4.音楽と社会的弾圧(4):移動する人々とその音楽・芸能 

・ディアスポラ 

・芸能の地理的空間 

・様々なローカルへの対応 

・歴史と歴史的空間 

・人々の記憶と語りの集積 

5.音楽と社会的弾圧(5):移動する人々とその音楽・芸能 

・ディアスポラ 

・芸能の地理的空間 

・様々なローカルへの対応 

・歴史と歴史的空間 

・人々の記憶と語りの集積 

6.戦う音楽(1):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政

治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

7.戦う音楽(2):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政

治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

8.戦う音楽(3):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政

治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

9.戦う音楽(4):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政

治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

10.戦う音楽(5):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの

政治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

11.文化政策と歌う人々(1):「シンガポール」の音楽芸能 

・「文化の砂漠」？ 

・国家の作る国の音楽 

・ナショナル・デイ・ソング 

・メディアの作る音楽～New Year’s Song を例として 

・ひとびとがきいてきたもの～シンガポールの歌謡史 

・街中の歌謡ショー：歌台 

12.文化政策と歌う人々(2):「シンガポール」の音楽芸能 

・「文化の砂漠」？ 

・国家の作る国の音楽 

・ナショナル・デイ・ソング 

・メディアの作る音楽～New Year’s Song を例として 

・ひとびとがきいてきたもの～シンガポールの歌謡史 

・街中の歌謡ショー：歌台 

13.文化政策と歌う人々(3):「シンガポール」の音楽芸能 

・「文化の砂漠」？ 

・国家の作る国の音楽 

・ナショナル・デイ・ソング 

・メディアの作る音楽～New Year’s Song を例として 

・ひとびとがきいてきたもの～シンガポールの歌謡史 

・街中の歌謡ショー：歌台 

14.文化政策と歌う人々(4):「シンガポール」の音楽芸能 

・「文化の砂漠」？ 

・国家の作る国の音楽 

・ナショナル・デイ・ソング 

・メディアの作る音楽～New Year’s Song を例として 

・ひとびとがきいてきたもの～シンガポールの歌謡史 

・街中の歌謡ショー：歌台 

【事前・事後学習-後期】 

徳丸吉彦（2016）『ミュージックスとの付き合い方 民族音楽学の拡がり』左右社 (放送大学叢書) 

徳丸吉彦監修、増野亜子編（2016）『民族音楽学の 12 の視点』音楽之友社 

クリストファー・スモール（2011）『ミュージッキング：音楽は「行為」である』水声社 
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トマス・トゥリノ（2015）『ミュージック・アズ・ソーシャルライフ：歌い踊ることをめぐる政治』水声社 

予習：以上の 4 冊を参考にしながら、音楽と社会との関係性について、興味をもって論じられる対象を見つけ、分析できるよう

にしておくこと。 

復習：授業で取り扱った音楽芸能について、音楽と社会や政治との関係性を整理して理解するようにつとめること 

指定された書籍の通読、各授業の事前・事後に６０分程度の準備を前提とする。 

【オフィスアワー】 

メールで質問を受け付ける。連絡先は授業時に指示する。 

【教材】 

主要教材 

徳丸吉彦（2016）『ミュージックスとの付き合い方ー民族音楽学の広がり』左右社（放送大学叢書 031) 

徳丸吉彦監修、増野亜子編（2016）『民族音楽学の 12 の視点』音楽之友社 

クリストファー・スモール（2011）『ミュージッキング：音楽は「行為」である』水声社 

トマス・トゥリノ（2015）『ミュージック・アズ・ソーシャルライフ：歌い踊ることをめぐる政治』水声社 

 

参考教材 

徳丸吉彦他編（2007）『事典 世界音楽の本』岩波書店 

柘植元一/塚田健一編（1999）『はじめての世界音楽』音楽之友社 

フィリップ・V・ボールマン『ワールド・ミュージック/世界音楽入門』音楽之友社 

井上貴子編『アジアのポピュラー音楽』勁草書房 

The Garland Encyclopedia of World Music. 10 vols. Routledge.(オンライン版あり) 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2nd ed. (オンライン版あり) 

Miller, Terry E. and Andrew Shahriari, eds. 2012 World Music: A Global Journey. 3rd ed. Routledge. 

 

授業で世界各地の音楽についてのガイダンスは特に行わないが、興味のある履修者は、参考書の World Music: A Global 

Journey. 3rd ed.を参照すること(付属 CD により、世界各地の音楽を概観することができます)。 

 

703 日本音楽概論 

担当教員 葛西 周 講師 曜日時限 火 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 4 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

雅楽からポピュラー音楽に至るまで、多様な日本の音楽に網羅的に触れ、履修者にとって馴染みのある西洋音楽の理論を参

照しながら、その音楽的特徴や価値観、歴史的背景を理解する。音楽種目別のジャンル史というより、楽器や音律といった項

目ごとに種目を横断しながら、日本音楽の各種目の類似点・相違点にも着目する。 

【到達目標】 

日本音楽の様々な種目について知見を広め、演奏の視聴や実践を通じてその特性を体感する。 

日本音楽を一国固有のものではなく、世界の諸地域との交流によって成立した音楽として捉える視点を持つ。 

日本音楽と自分が専門としている音楽との共通性を発見し、幅広い音楽を受容する力を高める。 
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4.音楽と社会的弾圧(4):移動する人々とその音楽・芸能 

・ディアスポラ 

・芸能の地理的空間 

・様々なローカルへの対応 

・歴史と歴史的空間 

・人々の記憶と語りの集積 

5.音楽と社会的弾圧(5):移動する人々とその音楽・芸能 

・ディアスポラ 

・芸能の地理的空間 

・様々なローカルへの対応 

・歴史と歴史的空間 

・人々の記憶と語りの集積 

6.戦う音楽(1):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政

治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

7.戦う音楽(2):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政

治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

8.戦う音楽(3):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政

治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

9.戦う音楽(4):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの政

治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

10.戦う音楽(5):ローカルなポピュラー音楽とコレクティヴの

政治 

・Pop Bali 概要と小史 

・Bali らしさ? 

・「らしさ」を作った人、演じる人 

・”Anti-“～対抗するひとびと 

・汚職、開発批判～音楽を通じた政権批判 

11.文化政策と歌う人々(1):「シンガポール」の音楽芸能 

・「文化の砂漠」？ 

・国家の作る国の音楽 

・ナショナル・デイ・ソング 

・メディアの作る音楽～New Year’s Song を例として 

・ひとびとがきいてきたもの～シンガポールの歌謡史 

・街中の歌謡ショー：歌台 

12.文化政策と歌う人々(2):「シンガポール」の音楽芸能 

・「文化の砂漠」？ 

・国家の作る国の音楽 

・ナショナル・デイ・ソング 

・メディアの作る音楽～New Year’s Song を例として 

・ひとびとがきいてきたもの～シンガポールの歌謡史 

・街中の歌謡ショー：歌台 

13.文化政策と歌う人々(3):「シンガポール」の音楽芸能 

・「文化の砂漠」？ 

・国家の作る国の音楽 

・ナショナル・デイ・ソング 

・メディアの作る音楽～New Year’s Song を例として 

・ひとびとがきいてきたもの～シンガポールの歌謡史 

・街中の歌謡ショー：歌台 

14.文化政策と歌う人々(4):「シンガポール」の音楽芸能 

・「文化の砂漠」？ 

・国家の作る国の音楽 

・ナショナル・デイ・ソング 

・メディアの作る音楽～New Year’s Song を例として 

・ひとびとがきいてきたもの～シンガポールの歌謡史 

・街中の歌謡ショー：歌台 

【事前・事後学習-後期】 

徳丸吉彦（2016）『ミュージックスとの付き合い方 民族音楽学の拡がり』左右社 (放送大学叢書) 

徳丸吉彦監修、増野亜子編（2016）『民族音楽学の 12 の視点』音楽之友社 

クリストファー・スモール（2011）『ミュージッキング：音楽は「行為」である』水声社 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

これまであまり接点のなかった音楽に対しても、先入観にとらわれず好奇心を持って真摯に向き合うことを求める。 

日本音楽に関する予備知識は必要ないが、ある程度の日本史の知識があると授業をより理解しやすくなるので、日本史の教

科書や年表などに事前に目を通しておくことが望ましい。 

【授業の形式】 

視聴覚資料を用いた講義を中心とするが、理解を深めるため学習内容に基づく実践を適宜おこなう。ソルフェージュや歌唱、

演奏などもできる限り取り入れたい。 なお、下記の授業展開と内容には、履修者の人数や理解度に応じて変更が生じる可能

性がある。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○  ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.「日本音楽」とは？ 

3.各種目の概観 

4.楽器の特徴と編成 (1) 

5.楽器の特徴と編成 (2) 

6.音律と調子 

7.旋律型 

8.倍音とハーモニー 

9.リズム (1) 

10.リズム (2) 

11.楽曲の題材 

12.楽曲構造とプログラム構成 

13.音階 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

配布物に目を通したり、紹介された音源を聴いたりするなど、各授業の事前・事後に 30 分程度の予習・復習をすること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習と後期ガイダンス 

2.日本音楽における「作者」 

3.宗教と日本音楽 (1) 

4.宗教と日本音楽 (2) 

5.声楽とその歌詞 

6.歌唱法 

7.記譜法と楽曲の修得 

8.舞・芝居 (1) 

9.舞・芝居 (2) 

10.演奏場所と聴衆 (1) 

11.演奏場所と聴衆 (2) 

12.日本的作曲 (1) 

13.日本的作曲 (2) 

14.授業総括 

【事前・事後学習-後期】 

配布物に目を通したり、紹介された音源を聴いたりするなど、各授業の事前・事後に 30 分程度の予習・復習をすること。 

【オフィスアワー】 

火曜日 調布教室にて授業前後に受け付ける。 

【教材】 

参考書：田中健次著・月溪恒子監修『ひと目でわかる日本音楽入門』音楽之友社、2003 WS02-238 

音楽之友社編『日本音楽基本用語辞典』音楽之友社、2007 WR05-899 
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705 民族音楽実習 

担当教員 佐々木 美奈子 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

〈インドネシア  中部ジャワのガムラン -  青銅の打楽器のアンサンブル〉 

ガムラン gamelan は、青銅の打楽器のアンサンブルです。確立した形式の中に即興要素も含む演奏形態で、ジャワやバリな

どインドネシアの各地でそれぞれ独自に発達しました。ここでは芸術文化の伝統があり、宮廷音楽としても発達した中部ジャワ

のガムランに取り組みます。 

ジャワのガムランは、1889 年パリ万博の公演がドビュッシーに影響を与えたことでも知られています。ジャワの演奏家のガムラ

ン演奏や、ドビュッシーの曲などガムランの影響を受けた作品の鑑賞も取り入れる予定です。 

【到達目標】 

ガムランの伝統的なスタイルで合奏をし、西洋音楽とは違ったアプローチを体験する。１年間同じメンバーによる合奏を通じて

今年度のメンバーによる音楽を作る。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年次以上、30 名程度とし、希望者が大幅に越えた場合には何らかの調整をする。 

合奏中心の授業のため、基本的に出席が可能であること。 

1 年間の授業では習得しきれない楽器もあるため、複数年の履修も受け付けます。 

【授業の形式】 

合奏中心 

靴を脱いで床に座って演奏します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

合奏中心の授業のため、出席を重視します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.楽器の名称と演奏法について。音階について。合奏 ラ

ンチャラン「リチェ・リチェ」 

2.楽器の名称と演奏法について。音階について。合奏 ラ

ンチャラン「リチェ・リチェ」 

3.楽曲の構造について。合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

4.楽曲の構造について。合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

5.合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

6.合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

7.合奏 ランチャラン「シンゴ・ヌバ」 

8.合奏 ラドラン「シンゴ・シンゴ」 

9.合奏 ラドラン「シンゴ・シンゴ」 

10.合奏 ラドラン「シンゴ・シンゴ」 

11.合奏 ラドラン「シンゴ・シンゴ」 

12.合奏 ラドラン「アユン・アユン」 

13.合奏 ラドラン「アユン・アユン」 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

図書館などで、参考資料を視聴する。 
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【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

これまであまり接点のなかった音楽に対しても、先入観にとらわれず好奇心を持って真摯に向き合うことを求める。 

日本音楽に関する予備知識は必要ないが、ある程度の日本史の知識があると授業をより理解しやすくなるので、日本史の教

科書や年表などに事前に目を通しておくことが望ましい。 

【授業の形式】 

視聴覚資料を用いた講義を中心とするが、理解を深めるため学習内容に基づく実践を適宜おこなう。ソルフェージュや歌唱、

演奏などもできる限り取り入れたい。 なお、下記の授業展開と内容には、履修者の人数や理解度に応じて変更が生じる可能

性がある。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

 ○  ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.「日本音楽」とは？ 

3.各種目の概観 

4.楽器の特徴と編成 (1) 

5.楽器の特徴と編成 (2) 

6.音律と調子 

7.旋律型 

8.倍音とハーモニー 

9.リズム (1) 

10.リズム (2) 

11.楽曲の題材 

12.楽曲構造とプログラム構成 

13.音階 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

配布物に目を通したり、紹介された音源を聴いたりするなど、各授業の事前・事後に 30 分程度の予習・復習をすること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習と後期ガイダンス 

2.日本音楽における「作者」 

3.宗教と日本音楽 (1) 

4.宗教と日本音楽 (2) 

5.声楽とその歌詞 

6.歌唱法 

7.記譜法と楽曲の修得 

8.舞・芝居 (1) 

9.舞・芝居 (2) 

10.演奏場所と聴衆 (1) 

11.演奏場所と聴衆 (2) 

12.日本的作曲 (1) 

13.日本的作曲 (2) 

14.授業総括 

【事前・事後学習-後期】 

配布物に目を通したり、紹介された音源を聴いたりするなど、各授業の事前・事後に 30 分程度の予習・復習をすること。 

【オフィスアワー】 

火曜日 調布教室にて授業前後に受け付ける。 

【教材】 

参考書：田中健次著・月溪恒子監修『ひと目でわかる日本音楽入門』音楽之友社、2003 WS02-238 

音楽之友社編『日本音楽基本用語辞典』音楽之友社、2007 WR05-899 
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【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

3.合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

4.合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

5.合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

6.合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

7.合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

8.合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

9.合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

10.合奏「クンバン・カテス」 

11.合奏「リチェ・リチェ」「シンゴ・ヌバ」「シンゴ・シンゴ」「ア

ユン ・アユン」「ロネン・タワン」「クンバン・カテス」 

12.合奏「リチェ・リチェ」「シンゴ・ヌバ」「シンゴ・シンゴ」「ア

ユン ・アユン」「ロネン・タワン」「クンバン・カテス」 

13.合奏「リチェ・リチェ」「シンゴ・ヌバ」「シンゴ・シンゴ」「ア

ユン ・アユン」「ロネン・タワン」「クンバン・カテス」 

14.１年のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

図書館などで、参考資料を視聴する。 

合奏を振り返り、疑問点などを整理する。 

【オフィスアワー】 

授業時にご相談ください。 

【教材】 

必要に応じてプリントを配布 

 

707 民族音楽(集中) 

担当教員 増野 亜子 講師 曜日時限 集中講義 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

 世界の多様な音楽文化の事例から、人間にとって音楽とはどのような意味をもつ行動であるのかを多角的に概説する。専門

家に限らず、多くの社会で歌うこと、楽器を演奏すること、踊ることは、人々の生活の中で大きな意味を持ってきた。音楽は音

だけでできているのではなく、それを取り巻く人々と社会的な文脈の中ではじめて意味をもつものである。この授業では、世界

のさまざまな地域の音楽の事例をもとに、＜異文化の音楽を理解する＞＜歌と社会＞＜宗教と音楽（イスラム・ヒンドゥー教）

＞＜楽器と社会＞＜インドネシア・バリ島の音楽のしくみ＞の 5 つの主題について概説する。 

【到達目標】 

世界の多様な音楽に対する柔軟な感受性を養う。またそうした異文化の音楽を理解する上で必要な視点を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

事前提出のレポート（下記に記載） 

増野亜子編・徳丸吉彦監修「民族音楽学 12 の視点」（音楽之友社、2016 年 3 月発行予定） 

増野亜子 「声の世界を旅する」（音楽之友社、2014) WR06-661 

上記のうちいずれか一点を選んでレポート作成（成績評価欄を参照のこと） 

【授業の形式】 

集中講義（一日）。授業の最後に小テストを行う。講義はパワーポイントと視聴覚資料を用いる。 
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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】 

(1) 集中講義なので、全時限出席は必須。 

(2) 参考書から関心のある章を一つ選んで読み、自分で関連する映像や音楽を探して、実際に音を聞いてみる。その内容を

踏まえてレポート作成（1200 字以上）、参照した音源や映像（URL, CD タイトル等）を文末に明示すること。授業時に提出。 

(3) 上記レポートと、授業終了時に行うテストの成果の総合判断で評価する。テストは授業内容の理解を問う内容で、ノートは

見ない。7 割以上の正答で単位を認める。 

【授業展開と内容-前期】 

1.第一時間目は「音楽を文化として理解する」という題目で、

主に歌・合唱をとりあげて講義する 

2.第二時間目は「信仰と音楽」という題目でヒンドゥー教とイ

スラム教における宗教と音楽の関係について講義する 

3.第三時間目は「楽器と環境」という題目で、楽器という視

点から世界の音楽文化の相互の関係を講義する 

4.第四時間目はインドネシアバリ島の音楽の構造と社会の

成り立ちについて講義する 

5.講義日の最後に授業内容の理解を問うテストを実施する 

【事前・事後学習-前期】 

事前学習の結果をレポートで提出（課題欄に記載）120 分程度必要です。 

事前に教材にあげた二冊の書籍のうち、どちらか一つを選び、また自分の関心のある章を一つ選んでその内容についてレポ

ートを作成してください。その際に本文の中で触れられている音楽のビデオや録音を図書館やネットで探し必ず視聴すること。

視聴した資料の URL や CD のタイトルなどを巻末に記すこと。 

講義終了後に内容を振り返り、個々の関心に従って関連する音響・映像資料を参照してください。60 分程度。 

【オフィスアワー】 

集中講義のため出講時のみになります 

【教材】 

増野亜子編・徳丸吉彦監修「民族音楽学 12 の視点」（音楽之友社）WR06-974 

増野亜子 「声の世界を旅する」（音楽之友社、2014) WR06-661 

【その他】 

事前課題のレポートと最終時限に実施するテスト結果で単位を認定します。 

 

708 日本の伝統音楽(集中) 

担当教員 前原 恵美 講師 曜日時限 集中講義 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

日本の伝統音楽に関して、ユネスコの無形文化遺産会議でもいち早く代表一覧表に記載された「雅楽」「能楽」「人形浄瑠璃

文楽」「 歌舞伎」を取り上げ、基本的な知識を身に付け、日本音楽を取り巻く文化を見直す機会とする。受講希望者は事前学

習として「 歌舞伎」の公演を鑑賞し、教務課にレポートを提出した上で出席すること。チケットはすぐに完売するものもあるので

早めに手配されたい（「事前・事後学習」の項参考）。 
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【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

3.合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

4.合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

5.合奏 ラドラン「ロネン・タワン」 

6.合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

7.合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

8.合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

9.合奏 ラドラン「クンバン・カテス」 

10.合奏「クンバン・カテス」 

11.合奏「リチェ・リチェ」「シンゴ・ヌバ」「シンゴ・シンゴ」「ア

ユン ・アユン」「ロネン・タワン」「クンバン・カテス」 

12.合奏「リチェ・リチェ」「シンゴ・ヌバ」「シンゴ・シンゴ」「ア

ユン ・アユン」「ロネン・タワン」「クンバン・カテス」 

13.合奏「リチェ・リチェ」「シンゴ・ヌバ」「シンゴ・シンゴ」「ア

ユン ・アユン」「ロネン・タワン」「クンバン・カテス」 

14.１年のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

図書館などで、参考資料を視聴する。 

合奏を振り返り、疑問点などを整理する。 

【オフィスアワー】 

授業時にご相談ください。 

【教材】 

必要に応じてプリントを配布 

 

707 民族音楽(集中) 

担当教員 増野 亜子 講師 曜日時限 集中講義 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

 世界の多様な音楽文化の事例から、人間にとって音楽とはどのような意味をもつ行動であるのかを多角的に概説する。専門

家に限らず、多くの社会で歌うこと、楽器を演奏すること、踊ることは、人々の生活の中で大きな意味を持ってきた。音楽は音

だけでできているのではなく、それを取り巻く人々と社会的な文脈の中ではじめて意味をもつものである。この授業では、世界

のさまざまな地域の音楽の事例をもとに、＜異文化の音楽を理解する＞＜歌と社会＞＜宗教と音楽（イスラム・ヒンドゥー教）

＞＜楽器と社会＞＜インドネシア・バリ島の音楽のしくみ＞の 5 つの主題について概説する。 

【到達目標】 

世界の多様な音楽に対する柔軟な感受性を養う。またそうした異文化の音楽を理解する上で必要な視点を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

事前提出のレポート（下記に記載） 

増野亜子編・徳丸吉彦監修「民族音楽学 12 の視点」（音楽之友社、2016 年 3 月発行予定） 

増野亜子 「声の世界を旅する」（音楽之友社、2014) WR06-661 

上記のうちいずれか一点を選んでレポート作成（成績評価欄を参照のこと） 

【授業の形式】 

集中講義（一日）。授業の最後に小テストを行う。講義はパワーポイントと視聴覚資料を用いる。 

 

 

217



 218

【到達目標】 

1.日本の伝統音楽の主なものについて、歴史的・社会的背景を踏まえ、客観的に理解できる。 

2.日本の伝統音楽の主なものについて、当該種目の特色や楽器、演奏形態を特定できる。 

3.日本の伝統音楽に独特な音楽用語等の読み書きができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

３年次（主に教職課程履修者） 

[注意事項] 

1.授業には必ずノートを持参して要点を手書きでまとめる。日本の伝統音楽には独特な読み方や書き方をする用語も多いの

で「手書き」すること。 

2.授業、レポートに関する問い合わせは、講師に直接ではなく教務課を通して行うこと。 

【授業の形式】 

講義を中心とする。 

日本の伝統音楽を視覚・聴覚でも理解するため、視聴覚機器を用いる。 

テキストは指定せず、必要に応じて授業内でプリントを配布したり、参考資料を紹介したりする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入：授業の進め方、評価等について説明する。 

日本の伝統音楽の現在：日本の伝統音楽の現状と展望に

ついて概説する。 

雅楽：雅楽の分類、楽器、演奏形式等について、視聴覚資

料を用いて概説する。 

2.能楽：能・狂言の舞台、音楽、楽器等について、視聴覚

資料を用いて概説する。 

人形浄瑠璃文楽：文楽の人形や舞台、文楽に関わる三味

線音楽等について、視聴覚資料を用いて概説する。 

3.歌舞伎音楽：歌舞伎に関わる様々な音楽・音に関わる楽

器や種目別の特徴、演奏形態等について、視聴覚資料を

用いて概説する。 

4.学習のまとめ：授業を振り返った後、理解度を確認し、ま

とめを行う。 

【事前・事後学習-前期】 

1. 平成 31 年 4 月～7 月の「 歌舞伎」公演から一公演を鑑賞する。ただし、一幕見、シネマ歌舞伎不可とし、一公演、あるい

は昼の部か夜の部を最初から最後まで鑑賞すること。 

2. レポートは「鑑賞した歌舞伎における音楽・音の役割ないし特徴」に着目して A4 版用紙 1 枚にまとめ、鑑賞日のチケットの

半券を必ず添付する。参考にした文献や視聴覚資料、ウェブサイトがある場合は、末尾に「参考資料」として列挙すること。 

3. レポートは 7 月 31 日（金）までに教務課へ提出する。締切日厳守。 

4. レポートが未提出または不備な場合（例：半券がないもの）は受講しても単位を与えない。 

5.念のため、提出票の控えとレポートのコピーを手元に保管しておくこと。 

【オフィスアワー】 

授業開校日、調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

テキストは指定せず、授業で配布するプリントを用いる。参考書についても授業内で適宜紹介する。 
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709 和楽器実習,日本歌唱(集中) 

担当教員 杵鞭 広美 准教授 曜日時限 集中講義 

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】 
伝統音楽（邦楽）を学び、邦楽と洋楽の共通点、相違点を実感する。その事により、現在習得している西洋音楽をあらためて

見つめ直す大きな意義がある。 

この授業では、箏曲、長唄それぞれの演奏法、歌唱法、合奏法を学び、指導する上での重要点を習得する。 例えば拍子の

とり方により楽曲は大きく変化する。又箏、三味線のように持続性のない楽器で、音をつなげて、流れを作る繊細な作業は重

要と考える。 

合奏する際、相手の音の流れに寄り添う事も邦楽特有と考える。 

【到達目標】 

現在邦楽、特に箏、三味線は、教員として必須条件とされている。指導する上で、生徒に伝えるべき事を実感して明確にする。 

受講により、更に日本の伝統音楽を深く学ぶ重要性を実感する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

教職課程履修者 2 年生以上 

【授業の形式】 

実習形式 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○  ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.初回授業にて箏曲、長唄を中心とした講師陣の模範演

奏を行う。（古典曲、現代曲双方を予定）その上で箏曲、長

唄の希望を提出して、二班に分ける。（楽器数、教室等の

制限がある為、希望に添えない場合有り） 

2.各々器楽と歌唱を習得する。 

3.各々器楽と歌唱を習得する。 

4.各々器楽と歌唱を習得する。 

5.各々器楽と歌唱を習得する。 

6.各々器楽と歌唱を習得する。 

7.各々器楽と歌唱を習得する。 

8.各々器楽と歌唱を習得する。 

9.最終日には学生による発表を行う。 

10.最終日には学生による発表を行う。 

11.最終日には学生による発表を行う。 

12.最終日には学生による発表を行う。 

【事前・事後学習-前期】 

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

【オフィスアワー】 

授業の前後 
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【到達目標】 

1.日本の伝統音楽の主なものについて、歴史的・社会的背景を踏まえ、客観的に理解できる。 

2.日本の伝統音楽の主なものについて、当該種目の特色や楽器、演奏形態を特定できる。 

3.日本の伝統音楽に独特な音楽用語等の読み書きができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

３年次（主に教職課程履修者） 

[注意事項] 

1.授業には必ずノートを持参して要点を手書きでまとめる。日本の伝統音楽には独特な読み方や書き方をする用語も多いの

で「手書き」すること。 

2.授業、レポートに関する問い合わせは、講師に直接ではなく教務課を通して行うこと。 

【授業の形式】 

講義を中心とする。 

日本の伝統音楽を視覚・聴覚でも理解するため、視聴覚機器を用いる。 

テキストは指定せず、必要に応じて授業内でプリントを配布したり、参考資料を紹介したりする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入：授業の進め方、評価等について説明する。 

日本の伝統音楽の現在：日本の伝統音楽の現状と展望に

ついて概説する。 

雅楽：雅楽の分類、楽器、演奏形式等について、視聴覚資

料を用いて概説する。 

2.能楽：能・狂言の舞台、音楽、楽器等について、視聴覚

資料を用いて概説する。 

人形浄瑠璃文楽：文楽の人形や舞台、文楽に関わる三味

線音楽等について、視聴覚資料を用いて概説する。 

3.歌舞伎音楽：歌舞伎に関わる様々な音楽・音に関わる楽

器や種目別の特徴、演奏形態等について、視聴覚資料を

用いて概説する。 

4.学習のまとめ：授業を振り返った後、理解度を確認し、ま

とめを行う。 

【事前・事後学習-前期】 

1. 平成 31 年 4 月～7 月の「 歌舞伎」公演から一公演を鑑賞する。ただし、一幕見、シネマ歌舞伎不可とし、一公演、あるい

は昼の部か夜の部を最初から最後まで鑑賞すること。 

2. レポートは「鑑賞した歌舞伎における音楽・音の役割ないし特徴」に着目して A4 版用紙 1 枚にまとめ、鑑賞日のチケットの

半券を必ず添付する。参考にした文献や視聴覚資料、ウェブサイトがある場合は、末尾に「参考資料」として列挙すること。 

3. レポートは 7 月 31 日（金）までに教務課へ提出する。締切日厳守。 

4. レポートが未提出または不備な場合（例：半券がないもの）は受講しても単位を与えない。 

5.念のため、提出票の控えとレポートのコピーを手元に保管しておくこと。 

【オフィスアワー】 

授業開校日、調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

テキストは指定せず、授業で配布するプリントを用いる。参考書についても授業内で適宜紹介する。 
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711,712 音楽史演習Ⅰ(前期),Ⅱ(後期) 

担当教員 佐藤 康太 講師 曜日時限 金 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】 

エディション研究 

この授業では作品のさまざまな校訂楽譜を比較してその違いを理解し、その違いがどのような理由で生まれているのかを考え

ます。前期は既存のエディションを比較することが授業の中心になりますが、単に比較してその違いを明らかにするだけでなく、

批判版楽譜の校訂報告を読み、さらに自筆譜などの原典を参照することで、なぜ校訂者がその判断を下したのかを考察しま

す。後期は前期の経験を踏まえ、実際に批判版楽譜の校訂を共同で行います。今年度は、ベートーヴェンの交響曲第７番の

歴史的な室内楽編曲版を校訂する予定です（変更の可能性もあり）。最終的には、校訂した楽譜本体と校訂報告を提出して

もらいます。 

【到達目標】 

校訂楽譜の成立過程を身をもって理解することで、学生自らが研究や演奏に用いる楽譜の選び方、およびそれに対する批判

的な見方を身につける。発表とそれに伴う議論および共同での校訂作業を通して、集団での議論の仕方とチームでの作業の

進め方を身につける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

学生の発表を中心に進める演習形式です。各学期最低１回は発表をしてもらいます。後期は実際にスコアを作成するので、

パソコンと楽譜入力ソフトがあると作業が楽になる部分もあります（必須ではありません；教員は Sibelius を使用します）。校訂報

告の表の作成にはエクセルを用います。また原典史料は基本的にデジタル化されたものを用いますので、細部を拡大してみ

られるように、ノートパソコンやタブレットなどを持ち込むと便利です。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

口頭発表の内容と、後期に関しては最終提出される楽譜および校訂報告の内容が評価の中心になります。また授業中の議

論への参加度も評価の対象としますので、積極的な発言が重要です。なお授業を５回以上欠席した場合は単位放棄と見なし

ます。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション、取り上げる作品および発表順の決定 

2.さまざまな楽譜の種類とその名称、出版楽譜の作成方法 

3.批判版楽譜の内容と校訂報告の読み方 

4.作品① エディション比較（学生による発表） 

5.作品① 校訂報告の紹介（学生による発表） 

6.作品① 原典の紹介と考察（学生による発表） 

7.作品② エディション比較（学生による発表） 

8.作品② 校訂報告の紹介（学生による発表） 

9.作品② 原典の紹介と考察（学生による発表） 

10.作品③ エディション比較（学生による発表） 

11.作品③ 校訂報告の紹介（学生による発表） 

12.作品③ 原典の紹介と考察（学生による発表） 

13.さまざまな批判版の校訂方針とその違い 

14.校訂実践におけるさまざまな問題とその解決方法：具体

例から 
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【事前・事後学習-前期】 

口頭発表には十分な準備をして臨むこと（準備目安２～３日）。授業に必要な資料（楽譜、校訂報告、原典史料など）は基本的

に事前に配布するので、発表者以外もそれらに目を通してから授業に臨み、終わった後も内容を復習すること（目安各 30～

60 分）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション：校訂作品と分担の決定 

2.作曲家、作品の概要とその意義 

3.既存のエディションと原典史料の把握；序文と校訂報告

の内容 

4.RISM による史料検索とその記述：印刷楽譜＆手稿譜 

5.とにかく楽譜を作ってみる；校訂方針の策定 

6.校訂実践と問題点の議論①（学生による発表） 

7.校訂実践と問題点の議論②（学生による発表） 

8.校訂実践と問題点の議論③（学生による発表） 

9.校訂実践と問題点の議論④（学生による発表） 

10.校訂実践と問題点の議論⑤（学生による発表） 

11.校訂実践と問題点の議論⑥（学生による発表） 

12.校訂実践と問題点の議論⑦（学生による発表） 

13.校訂実践と問題点の議論⑧（学生による発表） 

14.全体のチェック、レイアウティング 

【事前・事後学習-後期】 

全体を通じて、楽譜と校訂報告の作成を授業外で行うこと（目安毎週 60～90 分）。授業では作成してきた楽譜を元に、校訂上

の問題点や作品の内容について発表をしてもらい、議論を行います。発表者は楽譜作成に加え、論点をまとめてくること（目

安 60 分）。 

【オフィスアワー】 

金曜日、教室にて授業前後に時間を確保するほか、質問などは随時メールで受け付けます。 

【教材】 

参考図書 

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

Bärenreiter 2000. 

Reinhard Keiser, Almira, hrsg. von Kota Sato, Mai Koshikakezawa und Hansjörg Drauschke, Beeskow: ortus 2018. 

 

715 音楽学･古楽総合演習Ⅰ 

担当教員 佐藤 康太 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

音楽に関する英語文献を講読します。CD のブックレットや批評的なテキスト、短めの事典項目など比較的簡単なものから始

め、最終的には論文や校訂報告などの学術的なテキストにもチャレンジしましょう。取り上げるテキストは学生の希望を聞きな

がら初回に決定します。単に日本語訳を作るだけではなく、きちんと内容を理解することが重要です。 

【到達目標】 

基礎的な英語の読解能力を身につけ、音楽について英語で書かれた文章の内容を理解できるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

英語文献の講読とディスカッションです。毎回あらかじめ担当を決め、それぞれ担当部分を訳してきてもらいます。 
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711,712 音楽史演習Ⅰ(前期),Ⅱ(後期) 

担当教員 佐藤 康太 講師 曜日時限 金 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】 

エディション研究 

この授業では作品のさまざまな校訂楽譜を比較してその違いを理解し、その違いがどのような理由で生まれているのかを考え

ます。前期は既存のエディションを比較することが授業の中心になりますが、単に比較してその違いを明らかにするだけでなく、

批判版楽譜の校訂報告を読み、さらに自筆譜などの原典を参照することで、なぜ校訂者がその判断を下したのかを考察しま

す。後期は前期の経験を踏まえ、実際に批判版楽譜の校訂を共同で行います。今年度は、ベートーヴェンの交響曲第７番の

歴史的な室内楽編曲版を校訂する予定です（変更の可能性もあり）。最終的には、校訂した楽譜本体と校訂報告を提出して

もらいます。 

【到達目標】 

校訂楽譜の成立過程を身をもって理解することで、学生自らが研究や演奏に用いる楽譜の選び方、およびそれに対する批判

的な見方を身につける。発表とそれに伴う議論および共同での校訂作業を通して、集団での議論の仕方とチームでの作業の

進め方を身につける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

学生の発表を中心に進める演習形式です。各学期最低１回は発表をしてもらいます。後期は実際にスコアを作成するので、

パソコンと楽譜入力ソフトがあると作業が楽になる部分もあります（必須ではありません；教員は Sibelius を使用します）。校訂報

告の表の作成にはエクセルを用います。また原典史料は基本的にデジタル化されたものを用いますので、細部を拡大してみ

られるように、ノートパソコンやタブレットなどを持ち込むと便利です。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

口頭発表の内容と、後期に関しては最終提出される楽譜および校訂報告の内容が評価の中心になります。また授業中の議

論への参加度も評価の対象としますので、積極的な発言が重要です。なお授業を５回以上欠席した場合は単位放棄と見なし

ます。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション、取り上げる作品および発表順の決定 

2.さまざまな楽譜の種類とその名称、出版楽譜の作成方法 

3.批判版楽譜の内容と校訂報告の読み方 

4.作品① エディション比較（学生による発表） 

5.作品① 校訂報告の紹介（学生による発表） 

6.作品① 原典の紹介と考察（学生による発表） 

7.作品② エディション比較（学生による発表） 

8.作品② 校訂報告の紹介（学生による発表） 

9.作品② 原典の紹介と考察（学生による発表） 

10.作品③ エディション比較（学生による発表） 

11.作品③ 校訂報告の紹介（学生による発表） 

12.作品③ 原典の紹介と考察（学生による発表） 

13.さまざまな批判版の校訂方針とその違い 

14.校訂実践におけるさまざまな問題とその解決方法：具体

例から 
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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】 

毎回の授業での発言、課題（担当部分の訳）と学期末の試験で評価します。なお５回以上の欠席は単位放棄と見なします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション、講読テキストの決定 

2.講読とディスカッション 

3.講読とディスカッション 

4.講読とディスカッション 

5.講読とディスカッション 

6.講読とディスカッション 

7.講読とディスカッション 

8.講読とディスカッション 

9.講読とディスカッション 

10.講読とディスカッション 

11.講読とディスカッション 

12.講読とディスカッション 

13.講読とディスカッション 

14.まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回決められた分担箇所の訳を作ってくること。また分担以外の箇所も当然すべて目を通してくること。（目安 60 分） 

授業内容を実際に作品を聞いたり楽譜を見たりしながら復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション、講読テキストの決定 

2.講読とディスカッション 

3.講読とディスカッション 

4.講読とディスカッション 

5.講読とディスカッション 

6.講読とディスカッション 

7.講読とディスカッション 

8.講読とディスカッション 

9.講読とディスカッション 

10.講読とディスカッション 

11.講読とディスカッション 

12.講読とディスカッション 

13.講読とディスカッション 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回決められた分担箇所の訳を作ってくること。また分担以外の箇所も当然すべて目を通してくること。（目安 60 分） 

授業内容を実際に作品を聞いたり楽譜を見たりしながら復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

金曜日の授業前後に教室にて受け付けます。 

【教材】 

必要なテキストはすべて授業内で指示します。 

 

716 音楽学･古楽総合演習Ⅱ 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

 この授業では英語による文献の講読を通じて、音楽に関する諸問題について議論を深めることを主な目的とする。比較的平
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易な英語によるテキストを扱う予定だが、受講生の能力や希望等に応じてテキストの変更が行なわれる可能性もある。 

【到達目標】 

英語による音楽文献の読解力を高める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学 2 年次生、古楽器専攻 3 年次生は必修。その他の専攻の学生でも音楽学や英語文献の講読に関心がある学生も歓

迎する。 

【授業の形式】 

文献の講読実習 

【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.導入 

2.文献講読とディスカッション 

3.文献講読とディスカッション 

4.文献講読とディスカッション 

5.文献講読とディスカッション 

6.文献講読とディスカッション 

7.文献講読とディスカッション 

8.文献講読とディスカッション 

9.文献講読とディスカッション 

10.文献講読とディスカッション 

11.文献講読とディスカッション 

12.文献講読とディスカッション 

13.文献講読とディスカッション 

14.文献講読とディスカッション 

【事前・事後学習-前期】 

次回に扱う英文を各自訳出しておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.導入 

2.文献講読とディスカッション 

3.文献講読とディスカッション 

4.文献講読とディスカッション 

5.文献講読とディスカッション 

6.文献講読とディスカッション 

7.文献講読とディスカッション 

8.文献講読とディスカッション 

9.文献講読とディスカッション 

10.文献講読とディスカッション 

11.文献講読とディスカッション 

12.文献講読とディスカッション 

13.文献講読とディスカッション 

14.文献講読とディスカッション 

【事前・事後学習-後期】 

次回に扱う英文を各自訳出しておくこと。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【教材】 

授業時に指示・配布する。 
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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】 

毎回の授業での発言、課題（担当部分の訳）と学期末の試験で評価します。なお５回以上の欠席は単位放棄と見なします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イントロダクション、講読テキストの決定 

2.講読とディスカッション 

3.講読とディスカッション 

4.講読とディスカッション 

5.講読とディスカッション 

6.講読とディスカッション 

7.講読とディスカッション 

8.講読とディスカッション 

9.講読とディスカッション 

10.講読とディスカッション 

11.講読とディスカッション 

12.講読とディスカッション 

13.講読とディスカッション 

14.まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回決められた分担箇所の訳を作ってくること。また分担以外の箇所も当然すべて目を通してくること。（目安 60 分） 

授業内容を実際に作品を聞いたり楽譜を見たりしながら復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.イントロダクション、講読テキストの決定 

2.講読とディスカッション 

3.講読とディスカッション 

4.講読とディスカッション 

5.講読とディスカッション 

6.講読とディスカッション 

7.講読とディスカッション 

8.講読とディスカッション 

9.講読とディスカッション 

10.講読とディスカッション 

11.講読とディスカッション 

12.講読とディスカッション 

13.講読とディスカッション 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

毎回決められた分担箇所の訳を作ってくること。また分担以外の箇所も当然すべて目を通してくること。（目安 60 分） 

授業内容を実際に作品を聞いたり楽譜を見たりしながら復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

金曜日の授業前後に教室にて受け付けます。 

【教材】 

必要なテキストはすべて授業内で指示します。 

 

716 音楽学･古楽総合演習Ⅱ 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 水 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

 この授業では英語による文献の講読を通じて、音楽に関する諸問題について議論を深めることを主な目的とする。比較的平
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717 音楽文献学 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

 音楽文献や楽譜を探索するためのノウハウを学ぶ。音楽学の研究者のみならず、演奏家や作曲家にとっても氾濫する情報

を整理することは極めて重要な作業である。この授業では、本学図書館所蔵の資料を実際に手に取りながら、様々な角度か

ら情報収集と整理の方法を見ていきたい。紙媒体のみならず、インターネットによる文献探索等にも時間を割く予定。 

【到達目標】 

音楽文献の探索法を理解し、情報収集能力を高める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学・古楽器専攻３年次生必修。 

この講義の内容に関心のある３年次生以上の者も受講を認めることがある。 

【授業の形式】 

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.イントロダクション（文献とは何か） 

2.作品目録 1 

3.作品目録 2 

4.作曲家研究（Year Book/書簡集/ドキュメント/研究書） 

5.伝記記述（Bach/Mozart/Beethoven） 

6.伝記的ビブリオグラフィ（Bio-bibliography/A Guide to 

Research） 

7.音楽学文献（Allen/Laaber/Duckles/Marco）と音楽資料

事典 

8.Music Index/RILM/RIdM/RIPM 

9.楽譜出版・全集の歴史 

10.楽譜目録の歴史（Hofmeister=Whistling/Pazdirek） 

11.定期刊行物（雑誌）と On-line 論文・雑誌検索 

12.叢書楽譜 

13.RISM の詳細 

14.音楽事典 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った文献の使用法を授業後に復習すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.伝記的ビブリオグラフィ 1（実習） 

2.伝記的ビブリオグラフィ 2（実習） 

3.RILM（実習） 

4.過去の楽譜出版 1（実習） 

5.過去の楽譜出版 2（実習） 

6.過去の楽譜出版 3（実習） 

7.過去の楽譜出版 4（実習） 

8.叢書楽譜（実習） 

9.RISM 実習 1 

10.RISM 実習 2 

11.音楽資料事典（実習） 

12.各国国立図書館等の所蔵の検索 

13.過去の音楽事典 1（実習） 

14.現代の音楽事典 2（実習） 
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【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った文献の使用法を授業後に復習すること。 

【オフィスアワー】 

授業内で指示する。 

【教材】 

授業内で資料を配布する。参考書については授業内で指示する。 

 

718 音楽学専攻演習 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 金 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

作曲家研究における規範的な存在の一つが W.A.モーツァルト研究である。今年度のゼミでは作曲家研究が孕む多彩な領域、

方法等を知るために、モーツァルト研究の現状をテーマとしたい。演習の核となるのが、近年の出版物としては最も網羅的か

つ体系的に研究の広がりを提示している Mozart in Context, ed. by Simon. Keefe(2018)の各章を精読することである。全 35 章

はそれぞれ最新の研究をコンパクトに紹介しており、履修者は自身の関心に沿っていくつかの章を読み、その内容について

発表（前期、後期を通じて数回）を行ってもらう。コンパクトとはいえ、専門的な内容を含むゆえに精読するのは骨が折れると予

想されるが、音楽学専攻あるいは副専攻の学生だけでなく、モーツァルトについて最新情報を知りたい学生や作曲家研究の

広がりについて学びたい学生は他の専攻でも歓迎する。 

【到達目標】 

W.A.モーツァルト研究を通じて、作曲家研究の多様な領域を知り、個々の学生の研究に活用するスキルを身に付ける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特にないが、音楽の研究を深めたい学生、モーツァルトの音楽に関心のある学生、英語の読解が得意な学生を特に歓迎する。 

【授業の形式】 

演習形式の授業。原則として毎回何人かの学生による発表が行われる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入 

2.Part I (Personality, Work, Worldview) １ 

3.Part I (Personality, Work, Worldview) ２ 

4.Part I (Personality, Work, Worldview) ３ 

5.Part I (Personality, Work, Worldview) ４ 

6.Part I (Personality, Work, Worldview) ５ 

7.Part I (Personality, Work, Worldview) ６ 

8.Part II (Towns, Cities, Countries) １ 

9.Part II (Towns, Cities, Countries) ２ 

10.Part II (Towns, Cities, Countries) ３ 

11.Part II (Towns, Cities, Countries) ４ 

12.Part II (Towns, Cities, Countries) ５ 

13.Part III (Career Contexts and Environment) １ 

14.Part III (Career Contexts and Environment) ２ 

【事前・事後学習-前期】 

担当する章の内容について精読した上で、レジュメ作成すること。 また、担当でない章についても読み、予習をして臨むこと。 
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717 音楽文献学 

担当教員 安田 和信 准教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

 音楽文献や楽譜を探索するためのノウハウを学ぶ。音楽学の研究者のみならず、演奏家や作曲家にとっても氾濫する情報

を整理することは極めて重要な作業である。この授業では、本学図書館所蔵の資料を実際に手に取りながら、様々な角度か

ら情報収集と整理の方法を見ていきたい。紙媒体のみならず、インターネットによる文献探索等にも時間を割く予定。 

【到達目標】 

音楽文献の探索法を理解し、情報収集能力を高める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学・古楽器専攻３年次生必修。 

この講義の内容に関心のある３年次生以上の者も受講を認めることがある。 

【授業の形式】 

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.イントロダクション（文献とは何か） 

2.作品目録 1 

3.作品目録 2 

4.作曲家研究（Year Book/書簡集/ドキュメント/研究書） 

5.伝記記述（Bach/Mozart/Beethoven） 

6.伝記的ビブリオグラフィ（Bio-bibliography/A Guide to 

Research） 

7.音楽学文献（Allen/Laaber/Duckles/Marco）と音楽資料

事典 

8.Music Index/RILM/RIdM/RIPM 

9.楽譜出版・全集の歴史 

10.楽譜目録の歴史（Hofmeister=Whistling/Pazdirek） 

11.定期刊行物（雑誌）と On-line 論文・雑誌検索 

12.叢書楽譜 

13.RISM の詳細 

14.音楽事典 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った文献の使用法を授業後に復習すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.伝記的ビブリオグラフィ 1（実習） 

2.伝記的ビブリオグラフィ 2（実習） 

3.RILM（実習） 

4.過去の楽譜出版 1（実習） 

5.過去の楽譜出版 2（実習） 

6.過去の楽譜出版 3（実習） 

7.過去の楽譜出版 4（実習） 

8.叢書楽譜（実習） 

9.RISM 実習 1 

10.RISM 実習 2 

11.音楽資料事典（実習） 

12.各国国立図書館等の所蔵の検索 

13.過去の音楽事典 1（実習） 

14.現代の音楽事典 2（実習） 
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【授業展開と内容-後期】 

1.Part IV (Performer and Performance) １ 

2.Part IV (Performer and Performance) ２ 

3.Part IV (Performer and Performance) ３ 

4.Part IV (Performer and Performance) ４ 

5.Part IV (Performer and Performance) ５ 

6.Part IV (Performer and Performance) ６ 

7.Part V (Reception and Legacy) １ 

8.Part V (Reception and Legacy) ２ 

9.Part V (Reception and Legacy) ３ 

10.Part V (Reception and Legacy) ４ 

11.Part V (Reception and Legacy) ５ 

12.Part V (Reception and Legacy) ６ 

13.Part V (Reception and Legacy) ７ 

14.モーツァルト研究に見る作曲家研究の現在 

【事前・事後学習-後期】 

担当する章の内容について精読した上で、レジュメ作成すること。 また、担当でない章についても読み、予習をして臨むこと。 

【オフィスアワー】 

金曜日 5 限後、調布 2 号館 

 

720 楽書講読独Ⅰ 

担当教員 藤村 晶子 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

ドイツ語の音楽書を講読する基礎クラス。文法を理解するだけでなく、自分で使いこなせるようになることを目指します。「読む」

ことに比重を置きつつ、音楽を学ぶうえで知っているべき楽語や、楽書の表現にも慣れていきましょう。履修者は毎回の予習・

復習と宿題プリントを必ず行なうこと。  音楽学専攻以外の学生でも、ドイツ語の読解力アップをめざす人の履修は可能です。 

【到達目標】 

ドイツ語文法を整理しながら、平易な文章を読む基礎力をつける。一年間で基礎文法をマスターし、辞書を使って、平易な音

楽辞典の項目や音楽雑誌の記事、インタビュー程度を読めるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学専攻生、副専攻生、および年度末に進級試験を受ける音楽学 2 年生。ドイツ語基礎を終えて、文法を一通り学んでい

ること。初心者は履修できない。なお、初回の実力テスト結果によって、履修を制限する場合がある。 

【授業の形式】 

演習。随時、文法と訳文の小テストを実施する。具体的な内容は受講者のレベルによって決めるが、前期は基礎文法の整理、

後期は文章読解を中心に進める予定。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.初回は実力テストを実施するので、必ず辞書を持参する

こと。受講者のレベルによって読むテクストを決定する。  

時制の整理    ①  現在形、過去形、未来形、完了形  

（現在完了、過去完了）  

助動詞  （sein 支配、haben 支配） 

2.時制の整理  ②  

助動詞  （sein 支配、haben 支配）  

配語法、格支配 
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3.時制の整理  ③  

配語法、格支配 

4.時制の整理  ④  

さまざまな動詞について      

分離動詞、非分離動詞 

5.話法の助動詞  

再帰動詞 

6.受動態  ① 

7.受動態  ② 

8.前置詞  ① 

9.前置詞 ② 

10.zu 不定詞の表現   

11.関係代名詞  ① 

12.関係代名詞  ② 

13.接続詞、期末テスト 

14.文法事項のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

この授業はドイツ語文法を理解するだけでなく、文章の構造を自分で捉えることが目標です。自分自身が理解できるまで自習

しないとレベルアップは望めません。自宅での予習・復習、反復練習が必須になります。 

毎回与えられた課題を行い、授業で扱うドイツ語文を各自、訳出してくること（目安 6０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.文法説明（構文中心）と楽書の読解。前期内容を踏まえ、

文章がどのような要素から成り立っているかを理解する。長

めの文章を読み、構文やイディオムを覚えることで、文全体

の脈絡と内容を読みとる力を鍛える。  

前置詞、接続詞、形容詞、比較の表現  

2.前置詞、接続詞、形容詞、比較の表現 

3.前置詞、接続詞、形容詞、比較の表現 

4.前置詞、接続詞、形容詞、比較の表現 

5.接続法、さまざまな構文、イディオム表現 

6.接続法、さまざまな構文、イディオム表現 

7.接続法、さまざまな構文、イディオム表現 

8.接続法、さまざまな構文、イディオム表現 

9.長文読解 

10.長文読解 

11.長文読解 

12.長文読解 

13.長文読解 期末テスト 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

この授業はドイツ語文法を頭で理解するだけでなく、文章の脈絡を自分で捉えることが目標です。理解できるまで、とことん自

習しないとレベルアップは望めません。自宅での予習・復習、反復練習が必須になります。 

毎回与えられた課題を行い、授業で扱うドイツ語文を各自、訳出してくること（目安 6０分） 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に定めないが、事前に連絡すること 

【テキスト】 

1.スタンダード・ドイツ語文法 

 神竹道士、田原憲和、磯部美穂 

 2011 年 978-4-261-01241-5 

 備考：郁文堂 

2.Üben, Proben, Karriere. 12 Interpreten im Gespräch Michael Wessel 2012 年 978-3-7618-2261-6  

備考：Bärenreiter 
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【授業展開と内容-後期】 

1.Part IV (Performer and Performance) １ 

2.Part IV (Performer and Performance) ２ 

3.Part IV (Performer and Performance) ３ 

4.Part IV (Performer and Performance) ４ 

5.Part IV (Performer and Performance) ５ 

6.Part IV (Performer and Performance) ６ 

7.Part V (Reception and Legacy) １ 

8.Part V (Reception and Legacy) ２ 

9.Part V (Reception and Legacy) ３ 

10.Part V (Reception and Legacy) ４ 

11.Part V (Reception and Legacy) ５ 

12.Part V (Reception and Legacy) ６ 

13.Part V (Reception and Legacy) ７ 

14.モーツァルト研究に見る作曲家研究の現在 

【事前・事後学習-後期】 

担当する章の内容について精読した上で、レジュメ作成すること。 また、担当でない章についても読み、予習をして臨むこと。 

【オフィスアワー】 

金曜日 5 限後、調布 2 号館 

 

720 楽書講読独Ⅰ 

担当教員 藤村 晶子 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

ドイツ語の音楽書を講読する基礎クラス。文法を理解するだけでなく、自分で使いこなせるようになることを目指します。「読む」

ことに比重を置きつつ、音楽を学ぶうえで知っているべき楽語や、楽書の表現にも慣れていきましょう。履修者は毎回の予習・

復習と宿題プリントを必ず行なうこと。  音楽学専攻以外の学生でも、ドイツ語の読解力アップをめざす人の履修は可能です。 

【到達目標】 

ドイツ語文法を整理しながら、平易な文章を読む基礎力をつける。一年間で基礎文法をマスターし、辞書を使って、平易な音

楽辞典の項目や音楽雑誌の記事、インタビュー程度を読めるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

音楽学専攻生、副専攻生、および年度末に進級試験を受ける音楽学 2 年生。ドイツ語基礎を終えて、文法を一通り学んでい

ること。初心者は履修できない。なお、初回の実力テスト結果によって、履修を制限する場合がある。 

【授業の形式】 

演習。随時、文法と訳文の小テストを実施する。具体的な内容は受講者のレベルによって決めるが、前期は基礎文法の整理、

後期は文章読解を中心に進める予定。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.初回は実力テストを実施するので、必ず辞書を持参する

こと。受講者のレベルによって読むテクストを決定する。  

時制の整理    ①  現在形、過去形、未来形、完了形  

（現在完了、過去完了）  

助動詞  （sein 支配、haben 支配） 

2.時制の整理  ②  

助動詞  （sein 支配、haben 支配）  

配語法、格支配 
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721 楽書講読独Ⅱ 

担当教員 大津 聡 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

【授業の概要】 

当該授業は、ドイツ語で書かれた音楽文献の講読である。従って、単なるドイツ語テキストの読解ではなく、音楽や音楽家、あ

るいはそれに関連するテーマを深く読み解くことが求められる。今年はベートーヴェン ・イヤー（生誕 250 年）ということもあり、

彼についての文献から選択し、精読する。ただし、使用テキストは受講者のレヴェルに合わせて変更する場合がある。 

【到達目標】 

ドイツ語による音楽文献を自分のために活かすことが出来る。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特にないが、ドイツ語中級以上を想定している。 

【授業の形式】 

演習形式（輪読） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業内での講読の質（予習の成果）や受講姿勢から総合的に評価する。尚、３分の２以上の出席をしていない場合、成績評

価の対象としない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンスと導入： 

授業の趣旨や進め方、講読内容の主要テーマについて説

明する。また講読テキスト（プリント）を配布するので、受講

者は必ず出席すること。 

2.文献講読 1 

3.文献講読 2 

4.文献講読 3 

5.文献講読 4 

6.文献講読 5 

7.文献講読 6 

8.文献講読 7 

9.文献講読 8 

10.文献講読 9 

11.文献講読 10 

12.文献講読 11 

13.文献講読 12 

14.文献講読 13 

【事前・事後学習-前期】 

初回のガイダンスを除き、受講者全員に予習を課す。予習（単語や構文、内容についての下調べ）にかかる時間には、当然

個人差があると思われるが、必要十分条件を満たすこと（目安 1 時間以上）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.文献講読 14 

2.文献講読 15 

3.文献講読 16 

4.文献講読 17 

5.文献講読 18 

6.文献講読 19 

7.文献講読 20 

8.文献講読 21 

9.文献講読 22 

10.文献講読 23 
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11.文献講読 24 

12.文献講読 25 

13.文献講読 26 

14.文献講読 27 

【事前・事後学習-後期】 

受講者全員に予習を課す。予習（単語や構文、内容についての下調べ）にかかる時間には、当然個人差があると思われるが、

必要十分であること（目安 1 時間以上）。 

【オフィスアワー】 

授業時間後。メール（アドレスは初回授業時に公開）による連絡も受け付ける。 

【テキスト】 

1.Zur Geschichte der Beethoven Rezeption Hans Heinrich Eggebrecht 1994 年 3-89007-296-8  

備考：初版（1972 年）の増補改訂版 

【教材】 

上記テキストを教材として、コピー配布する予定であるが、教材は変更される可能性がある。 

 

722 楽書講読仏Ⅰ 

担当教員 神保 夏子 講師 曜日時限 火 2 時限 

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】 

本授業は、フランス語による様々な音楽文献を輪読形式で講読し、内容への理解・関心を深めながら、フランス語の総合的な

読解力の向上を目指すものです。 

今年度はフォーレ（1845-1924）とその周辺をテーマとし、全集版楽譜の解説部分、作曲家の書簡・インタビュー・回想録、批

評、声楽作品のテクスト等の講読を通して、フランス語の様々な文体に慣れると共に、作曲家の人物像や創作の背景に迫りま

す。 

【到達目標】 

フランス語で書かれた様々なスタイルの音楽文献を、仏和辞典等を活用しながら自力で、恐れずに読めるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

フランス語の文法・語彙の基礎を習得していること。初回授業でレベルチェックの小テストを行いますので、必ず出席してくださ

い。 

【授業の形式】 

演習形式。毎回の授業では必ず全員の貢献（原文の音読・翻訳）が求められるので、十分な予習を行うことが履修の条件とな

ります。 

授業には仏和辞典（電子辞書可）を持参してください。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

平常の取り組みと学期末の提出物（試訳）をもとに総合的に評価します。 
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721 楽書講読独Ⅱ 

担当教員 大津 聡 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

【授業の概要】 

当該授業は、ドイツ語で書かれた音楽文献の講読である。従って、単なるドイツ語テキストの読解ではなく、音楽や音楽家、あ

るいはそれに関連するテーマを深く読み解くことが求められる。今年はベートーヴェン ・イヤー（生誕 250 年）ということもあり、

彼についての文献から選択し、精読する。ただし、使用テキストは受講者のレヴェルに合わせて変更する場合がある。 

【到達目標】 

ドイツ語による音楽文献を自分のために活かすことが出来る。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特にないが、ドイツ語中級以上を想定している。 

【授業の形式】 

演習形式（輪読） 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

授業内での講読の質（予習の成果）や受講姿勢から総合的に評価する。尚、３分の２以上の出席をしていない場合、成績評

価の対象としない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンスと導入： 

授業の趣旨や進め方、講読内容の主要テーマについて説

明する。また講読テキスト（プリント）を配布するので、受講

者は必ず出席すること。 

2.文献講読 1 

3.文献講読 2 

4.文献講読 3 

5.文献講読 4 

6.文献講読 5 

7.文献講読 6 

8.文献講読 7 

9.文献講読 8 

10.文献講読 9 

11.文献講読 10 

12.文献講読 11 

13.文献講読 12 

14.文献講読 13 

【事前・事後学習-前期】 

初回のガイダンスを除き、受講者全員に予習を課す。予習（単語や構文、内容についての下調べ）にかかる時間には、当然

個人差があると思われるが、必要十分条件を満たすこと（目安 1 時間以上）。 

【授業展開と内容-後期】 

1.文献講読 14 

2.文献講読 15 

3.文献講読 16 

4.文献講読 17 

5.文献講読 18 

6.文献講読 19 

7.文献講読 20 

8.文献講読 21 

9.文献講読 22 

10.文献講読 23 
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【授業展開と内容-前期】 

1.授業ガイダンス ※講読文献の配布と簡単なレベルチェ

ック 

2.文献講読：インタビュー記事１ 

3.文献講読：インタビュー記事２ 

4.文献講読：インタビュー記事３ 

5.文献講読：インタビュー記事４ 

6.文献講読：インタビュー記事５ 

7.文献講読：全集版楽譜１ 

8.文献講読：全集版楽譜２ 

9.文献講読：全集版楽譜３ 

10.文献講読：全集版楽譜４ 

11.文献講読：全集版楽譜５ 

12.文献講読：全集版楽譜６ 

13.文献講読：全集版楽譜７ 

14.文献講読：全集版楽譜８ 

【事前・事後学習-前期】 

予習：単語調べ、文法事項の確認、試訳（30 分～1 時間程度／週） 

【授業展開と内容-後期】 

1.文献講読：書簡集１ 

2.文献講読：書簡集２ 

3.文献講読：書簡集３ 

4.文献講読：書簡集４ 

5.文献講読：書簡集５ 

6.文献講読：批評１ 

7.文献講読：批評２ 

8.文献講読：批評３ 

9.文献講読：批評４ 

10.文献講読：歌曲テクスト１ 

11.文献講読：歌曲テクスト２ 

12.文献講読：歌曲テクスト３ 

13.文献講読：補足資料１ 

14.文献講読：補足資料２ 

【事前・事後学習-後期】 

予習：単語調べ、文法事項の確認、試訳の作成（90～120 分程度／週） 

【オフィスアワー】 

調布教室にて授業後に時間を確保します。まとまった時間を要する場合は事前にアポイントを取ること。メールでの質問等も

受け付けています（連絡先については初回授業で指示）。 

【テキスト】 

1.現代フランス広文典 改訂版 目黒士門 2015 年 \3,800 9784560087077  

備考：授業に持参する必要はありませんが、予習・復習時のガイドとして推奨しています。（図書館請求記号：WR06-925） 

【教材】 

授業時に随時プリントで配布します。内容は履修者のレヴェル・関心や授業の進度に応じて適宜変更することがありますが、

以下の文献からの抜粋を予定しています。 

 

・全集版楽譜 

Gabriel Fauré, Shylock : op. 57 (suite d'orchestre), N 114b ; Pelléas et Mélisande : op. 80 (suite d'orchestre), N 142b ; 

Pénélope: prélude : (version de concert), N 174b ; Masques et bergamasques : op. 112 (suite d'orchestre), N 185b; éditées 

par Robin Tait, Bärenreiter, 2016.（図書館請求番号：C49-545） 

・書簡集 

Gabriel Fauré, Lettres intimes, présentées par Philippe Fauré-Fremiet, Paris: la Colombe, 1951.（図書館請求番号：R03-002） 

Gabriel Fauré,  Correspondance, lettres à Madame H., recueillies, présentées et annotées par Jean-Michel Nectoux, Paris: 

Fayard, 2015. 

・インタビュー・批評等 

Figaro 紙, Excelsior 紙等の当時の新聞記事（フランス国立図書館の電子図書館 Gallica よりダウンロード可能、方法は授業時

に説明） 

230



 231

・歌曲のテクスト（歌詞）：Paul Verlaine : Poèmes saturniens, Fêtes galantes, La bonne chanson, Romances sans paroles, 

Sagesse : concordances, index et relevés statistiques, établis d'après l'édition Y.E. [i.e. G.] Le Dantec (NRF), avec le concours 

du Centre d'étude du français moderne et contemporain (CNRS), et du Laboratoire d'analyse lexicologique de Besançon, 

Paris : Larousse, 1973.（図書館請求番号 Y07-198） 

 

723 楽書講読仏Ⅱ 

担当教員 東川 愛 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

フランス語で書かれたテクストを「輪読形式」で音読・読解し、テクストの構造・語彙を正確に把握すると同時に、音楽史的な背

景を含めた内容の理解を深める。本年度は 19 世紀末〜20 世紀以降に活躍したフランス語圏の代表的な作曲家たちのビオ

グラフィー（ラルース・アンシクロペディー等）の読解を通じて、生涯と作品、音楽語法や思想の流れを把握し（音源も聴く）、テ

クストを読む基礎的な力を身につける。取り上げる主な作曲家は限られるが、受講者の関心と興味に合わせてできるだけ幅広

い選択肢のなかから選ぶこととする。 

【到達目標】 

これまで学習した基本的な文法知識を復習・補強しながら実践的な読解を重ねることで、自分の力で読み通せるようになるこ

と。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

フランス語の基礎文法を学習していること。 

【授業の形式】 

演習（必要に応じて作曲家や作品の解説も行う）。毎回の授業でフランス語のテクストを音読・読解する（輪読形式）。あらかじ

め辞書を使って単語の意味を調べ、訳文を作ってくること（予習必須）。その際にわからない点をはっきりさせておく。授業では

必ず仏和辞典（電子辞書も可）を持ってくること。 

【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 

  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

平常点と学期末の課題（小テクストの和訳）を合わせて総合的に評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス（講読するテクストの配布、取り上げる作曲家

のアンケートを行うので必ず出席すること） 

2.文献講読１（クロード・ドビュッシー） 

3.文献講読２（クロード・ドビュッシー） 

4.文献講読３（クロード・ドビュッシー） 

5.文献講読４（フランシス・プーランク） 

6.文献講読５（フランシス・プーランク） 

7.文献講読６（フランシス・プーランク） 

8.文献講読７（エリック・サティ） 

9.文献講読８（エリック・サティ） 

10.文献講読９（エリック・サティ） 

11.文献講読１０（アルトゥール・オネゲル） 

12.文献講読１１（アルトゥール・オネゲル） 

13.文献講読１２（アルトゥール・オネゲル） 

14.文献講読１３（予備）、前期のまとめ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.授業ガイダンス ※講読文献の配布と簡単なレベルチェ

ック 

2.文献講読：インタビュー記事１ 

3.文献講読：インタビュー記事２ 

4.文献講読：インタビュー記事３ 

5.文献講読：インタビュー記事４ 

6.文献講読：インタビュー記事５ 

7.文献講読：全集版楽譜１ 

8.文献講読：全集版楽譜２ 

9.文献講読：全集版楽譜３ 

10.文献講読：全集版楽譜４ 

11.文献講読：全集版楽譜５ 

12.文献講読：全集版楽譜６ 

13.文献講読：全集版楽譜７ 

14.文献講読：全集版楽譜８ 

【事前・事後学習-前期】 

予習：単語調べ、文法事項の確認、試訳（30 分～1 時間程度／週） 

【授業展開と内容-後期】 

1.文献講読：書簡集１ 

2.文献講読：書簡集２ 

3.文献講読：書簡集３ 

4.文献講読：書簡集４ 

5.文献講読：書簡集５ 

6.文献講読：批評１ 

7.文献講読：批評２ 

8.文献講読：批評３ 

9.文献講読：批評４ 

10.文献講読：歌曲テクスト１ 

11.文献講読：歌曲テクスト２ 

12.文献講読：歌曲テクスト３ 

13.文献講読：補足資料１ 

14.文献講読：補足資料２ 

【事前・事後学習-後期】 

予習：単語調べ、文法事項の確認、試訳の作成（90～120 分程度／週） 

【オフィスアワー】 

調布教室にて授業後に時間を確保します。まとまった時間を要する場合は事前にアポイントを取ること。メールでの質問等も

受け付けています（連絡先については初回授業で指示）。 

【テキスト】 

1.現代フランス広文典 改訂版 目黒士門 2015 年 \3,800 9784560087077  

備考：授業に持参する必要はありませんが、予習・復習時のガイドとして推奨しています。（図書館請求記号：WR06-925） 

【教材】 

授業時に随時プリントで配布します。内容は履修者のレヴェル・関心や授業の進度に応じて適宜変更することがありますが、

以下の文献からの抜粋を予定しています。 

 

・全集版楽譜 

Gabriel Fauré, Shylock : op. 57 (suite d'orchestre), N 114b ; Pelléas et Mélisande : op. 80 (suite d'orchestre), N 142b ; 

Pénélope: prélude : (version de concert), N 174b ; Masques et bergamasques : op. 112 (suite d'orchestre), N 185b; éditées 

par Robin Tait, Bärenreiter, 2016.（図書館請求番号：C49-545） 

・書簡集 

Gabriel Fauré, Lettres intimes, présentées par Philippe Fauré-Fremiet, Paris: la Colombe, 1951.（図書館請求番号：R03-002） 

Gabriel Fauré,  Correspondance, lettres à Madame H., recueillies, présentées et annotées par Jean-Michel Nectoux, Paris: 

Fayard, 2015. 

・インタビュー・批評等 

Figaro 紙, Excelsior 紙等の当時の新聞記事（フランス国立図書館の電子図書館 Gallica よりダウンロード可能、方法は授業時

に説明） 
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【事前・事後学習-前期】 

予習（単語・語彙を調べる、文法事項の確認、訳文を作る）：30 分〜1 時間程度／週 

復習（訳文をチェックし、授業で学んだ文法事項やイディオムを整理してノートを作る）：30 分〜1 時間程度／週 

【授業展開と内容-後期】 

1.文献講読１ 

2.文献講読２ 

3.文献講読３ 

4.文献講読４ 

5.文献講読５ 

6.文献講読６ 

7.文献講読７ 

8.文献講読８ 

9.文献講読９ 

10.文献講読１０ 

11.文献講読１１ 

12.文献講読１２ 

13.文献講読１３ 

14.文献講読１４、後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

予習（単語・語彙を調べる、文法事項の確認、訳文を作る）：30 分〜1 時間程度／週 

復習（訳文をチェックし、授業で学んだ文法事項やイディオムを整理してノートを作る）：30 分〜1 時間程度／週 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に定めないが、質問は授業内やその前後（10 分程度）に受け付けます。 

【教材】 

音楽史関係 ＊文献の内容に応じて適宜指示する（プリント配布） 

読解・文法関係 ＊必要な時は適宜プリント配布する 

・『フランス語動詞活用ハンドブック』（窪川英水著、第三書房） 

・『フランス語を読むために』（南舘英孝・石野好一著、白水社） 

・『現代フランス広文典  改訂版』（目黒士門著、白水社） 

・『新フランス文法事典』（朝倉季雄著、白水社） 

・ Bescherelle : La conjugaison pour tous (Hatier) 

【その他】 

取り上げる作曲家や文献の内容・順番は履修者の関心と進捗状況等に応じて変更・決定する。 

724 古楽実習Ⅰ 

担当教員 有田 正広 特任教授 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 

 17～20 世紀までの様々な音楽作品を、実際の演奏を通じて演奏解釈を探求するクラス授業。 

演奏に至るまでの様々な理論、歴史的な問題点等については火曜Ⅱ時限の「古楽実習Ⅱ」で扱うが、当クラスでは前述の「古

楽実習Ⅱ」を基に公開レッスンのような形で進める。ただし「古楽実習Ⅱ」を履修せず、当授業だけの受講も可能。 

【到達目標】 

当クラスでは音の性質、音楽表現に必要とされる音の運動についての問題など、奏法と「様式」から考えられる音楽表現につ

いても考える。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

全学生履修可、基礎的な音楽理論、和声楽と音楽史の知識。 
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【授業の形式】 

現代の楽器は勿論のこと、チェンバロ、クラヴィコード、フォルテピアノ、ロマンティックピアノ等を使用。アンサンブル曲も含む。 

【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.導入 １８世紀中期～後期音楽について  

2.バロック時代の独奏作品 

3.バロック時代の独奏作品 

4.通奏低音と独奏 

5.通奏低音と独奏 

6.バロック時代の合奏曲 

7.バロック時代の合奏曲 

8.古典派音楽（装飾音の扱い） 

9.古典派音楽（装飾音の扱い） 

10.古典派のアンサンブル曲 

11.古典派のアンサンブル曲 

12.古典派の協奏曲作品とオーケストラ作品 

13.古典派の協奏交響作品、またはオーケストラ作品の編

曲室内楽作品 

14.前期まとめと質疑応答 

【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.導入 

2.1800 年前期の作品、主にベートーヴェン 

3.1800 年前期の作品、主にベートーヴェン 

4.ベートーヴェンのピアノ作品、弦楽器作曲 

5.ベートーヴェンのピアノ作品、弦楽器作曲 

6.F.シューベルト 

7.F.シューベルト 

8.ショパン、リスト、シューマンなど中期ロマン派作品  

9.ショパン、リスト、シューマンなど中期ロマン派作品  

10.ショパン、リスト、シューマンなど中期ロマン派作品  

11.ショパン、リスト、シューマンなど中期ロマン派作品  

12.ブラームス以降の作品 

13.特に｢フランス６人組｣など 20 世紀 

14.後期まとめと質擬応答 

【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】 

月曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

出来るだけ初版楽譜、原典楽譜を使用するが、学生で用意出来ない作品は、教員からプリントの形で提供する。 

 

725 古楽実習Ⅱ 

担当教員 
上尾 直毅 講師 

水野 均 講師 
曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

（前期）16 世紀から 19 世紀初頭にかけて使用されていた有弦鍵盤楽器（チェンバロ、クラヴィコード、フォルテピアノなど）につ

いて。楽器の構造、歴史、レパートリーやアンサンブルの中での役割など、実際の楽器に触れながら演奏を通して学ぶ。  
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【事前・事後学習-前期】 

予習（単語・語彙を調べる、文法事項の確認、訳文を作る）：30 分〜1 時間程度／週 

復習（訳文をチェックし、授業で学んだ文法事項やイディオムを整理してノートを作る）：30 分〜1 時間程度／週 

【授業展開と内容-後期】 

1.文献講読１ 

2.文献講読２ 

3.文献講読３ 

4.文献講読４ 

5.文献講読５ 

6.文献講読６ 

7.文献講読７ 

8.文献講読８ 

9.文献講読９ 

10.文献講読１０ 

11.文献講読１１ 

12.文献講読１２ 

13.文献講読１３ 

14.文献講読１４、後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

予習（単語・語彙を調べる、文法事項の確認、訳文を作る）：30 分〜1 時間程度／週 

復習（訳文をチェックし、授業で学んだ文法事項やイディオムを整理してノートを作る）：30 分〜1 時間程度／週 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に定めないが、質問は授業内やその前後（10 分程度）に受け付けます。 

【教材】 

音楽史関係 ＊文献の内容に応じて適宜指示する（プリント配布） 

読解・文法関係 ＊必要な時は適宜プリント配布する 

・『フランス語動詞活用ハンドブック』（窪川英水著、第三書房） 

・『フランス語を読むために』（南舘英孝・石野好一著、白水社） 

・『現代フランス広文典  改訂版』（目黒士門著、白水社） 

・『新フランス文法事典』（朝倉季雄著、白水社） 

・ Bescherelle : La conjugaison pour tous (Hatier) 

【その他】 

取り上げる作曲家や文献の内容・順番は履修者の関心と進捗状況等に応じて変更・決定する。 

724 古楽実習Ⅰ 

担当教員 有田 正広 特任教授 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 

 17～20 世紀までの様々な音楽作品を、実際の演奏を通じて演奏解釈を探求するクラス授業。 

演奏に至るまでの様々な理論、歴史的な問題点等については火曜Ⅱ時限の「古楽実習Ⅱ」で扱うが、当クラスでは前述の「古

楽実習Ⅱ」を基に公開レッスンのような形で進める。ただし「古楽実習Ⅱ」を履修せず、当授業だけの受講も可能。 

【到達目標】 

当クラスでは音の性質、音楽表現に必要とされる音の運動についての問題など、奏法と「様式」から考えられる音楽表現につ

いても考える。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

全学生履修可、基礎的な音楽理論、和声楽と音楽史の知識。 
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その他、楽譜の成り立ちと演奏慣習、国や時代によって異なる装飾音、ピッチと音律（調律）についてなど、実際の演奏に役立

つ知識と情報をプロジェクターによる画像や動画を使いながら解説していく。  

（後期）  J. S. バッハの鍵盤音楽作品を解釈・演奏・表現する上で必要不可欠な音楽そのものの時代的変遷や作曲経緯や

背景を、オルガン作品を含めた鍵盤音楽作品を中心に学ぶ。また、授業を通じて作品のリサーチ方法や、バッハの音楽に含

まれる幅広い表現の可能性を再認識し、何が正しい解釈かという観点のみではなく、演奏する各自が音楽表現する上で自由

な発想と理論的裏付けをどのように関連づけて行けるかを、他の受講生の演奏や意見を通して共に考察していく。  

【到達目標】 

バロック、古典派あたりまでの音楽作品、それらの記譜法、ピッチ、音律などを含む音楽慣習を知った上で、作曲家にとって身

近であった楽器に触れる経験を通して、学生ひとりひとりが音楽作品を捉える際に多角的で柔軟な考え方で接しようとするき

っかけとなって欲しい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 幅広い視点で行うため鍵盤楽器以外の専攻生の受講も大歓迎 

【授業の形式】 

講義と実習（前期、後期とも) 

【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.チェンバロの構造を実際の楽器を使って解説。 

2.様々な種類のチェンバロについて画像を見る。 

3.フランス様式のチェンバロに触れてみる。 

4.スピネットとヴァージナルの画像を見る。ショートオクター

ブの説明。 

5.様々な記譜による楽譜と演奏慣習について。 

6.音律について。装飾音について。 

7.イタリア様式のチェンバロに触れてみる。 

8.クラヴィコードについて画像を見ながら解説。 

9.クラヴィコードに触れてみる。 

10.タンゲンテンフリューゲルについて画像と音源をつかっ

て解説。 

11.フォルテピアノについて画像を見ながら解説。 

12.チェンバロ、フォルテピアノを使って連弾やアンサンブ

ルを実習。 

13.チェンバロ、フォルテピアノを使って連弾やアンサンブ

ルを実習。 

14.チェンバロ、フォルテピアノを使って連弾やアンサンブ

ルを実習。 

【事前・事後学習-前期】 

楽器に触れる回（第 3 回、第 7 回、第 9 回）には各自楽譜を持参してください。連弾やアンサンブル（第 12 回〜第 14 回）の

際、共演する人達と事前の練習を行ってください。 

【授業展開と内容-後期】 

1.バッハ① 初期鍵盤作品 

2.バッハ② 北ドイツオルガン楽派の影響  

3.バッハ③ イタリア体験 I 

4.バッハ④ イタリア体験 II 

5.バッハ⑤  バッハの音楽教育 

6.バッハ⑥ 組曲 

7.バッハ⑦ 装飾音 I 

8.バッハ⑧ 装飾音 II ・象徴法 I 

9.バッハ⑨象徴法 II  

10.バッハ⑩ 息子達と弟子達の音楽 

11.バッハ⑪ バッハ研究 （まとめ） 

12.パイプオルガンの歴史と楽器のしくみ 

13.演奏実践 I 

14.演奏実践 II、まとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

第 13 回＆14 回の演奏実践では、各自が選曲した作品を実際に演奏します。十分な練習をした上で、準備の際に生じた疑問

点を整理しておくこと。 
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【オフィスアワー】 

火曜日 授業終了後  

【教材】 

(前期) 必要に応じてこちらから配布します。 

(後期) プリント配布。参考資料は随時講義の際に紹介します。 

 

726,727 通奏低音Ⅰa,Ⅰb 

担当教員 
上尾 直毅 講師 

有田 千代子 特任教授 
曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

  「通奏低音」とは 1600 年頃からおよそ２世紀にわたりヨーロッパ音楽の中の様々な合奏形態の中で実践された技法であると

共に，和声の基礎をなすものであった。通奏低音は鍵盤楽器奏者が奏することが多いが、ハープやギター、リュートなどの和

声楽器も行い、どの楽器が携わるかはその音楽の時代背景や使用楽器の可能性などを加味して選ばれた。  

  この技法を学ぶことで、バス声部から和声が閃き、その音楽の表現の可能性を素早く認識する能力を身につけられる。バロ

ックのみならず古典派、ロマン派，更にそれ以降の音楽を手がける者にとっても全体の音楽像を包括的に捉えることの出来る

必須の技術である。 

【到達目標】 

三和音、四和音、非和声音をバスにかかれている数字（コードネームのようなもの）を見て和声進行を考えながら演奏し、時に

はリアリゼーションして和声規則や声部書法の認識を深めるが、筆記せずに耳で響きを確かめながら学習することで、すぐに

実践演奏できることを目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

初歩の和声学（古典）を履修した学生 。 １クラス 12 名までで、Ⅰa, Ⅰb 合わせて 24 名までとする。 

【授業の形式】 

演習中心で通奏低音楽器として主に使われたチェンバロを使う。次週までの課題を出すので最低１日に 10 分～15 分練習す

ること。練習を積み重ねることで早く和声が閃くようになる。時には筆記して声部書法を確認するので常時五線紙を持参のこと。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○      

【授業展開と内容-前期】 

1.通奏低音の基本知識とカデンツ練習 

2.三和音の基本形の連結課題 

3.三和音の基本形の連結課題 

4.三和音の基本形   

経過音入りの課題 

5.三和音の第一転回形 

6.三和音の第一転回形 

7.三和音の第一転回形 

8.三和音の第二転回形 

9.非和声音  

４－３の繋留 

10.非和声音  

４－３の繋留 

11.非和声音  

４－３の繋留 

12.７－６の繋留 
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その他、楽譜の成り立ちと演奏慣習、国や時代によって異なる装飾音、ピッチと音律（調律）についてなど、実際の演奏に役立

つ知識と情報をプロジェクターによる画像や動画を使いながら解説していく。  

（後期）  J. S. バッハの鍵盤音楽作品を解釈・演奏・表現する上で必要不可欠な音楽そのものの時代的変遷や作曲経緯や

背景を、オルガン作品を含めた鍵盤音楽作品を中心に学ぶ。また、授業を通じて作品のリサーチ方法や、バッハの音楽に含

まれる幅広い表現の可能性を再認識し、何が正しい解釈かという観点のみではなく、演奏する各自が音楽表現する上で自由

な発想と理論的裏付けをどのように関連づけて行けるかを、他の受講生の演奏や意見を通して共に考察していく。  

【到達目標】 

バロック、古典派あたりまでの音楽作品、それらの記譜法、ピッチ、音律などを含む音楽慣習を知った上で、作曲家にとって身

近であった楽器に触れる経験を通して、学生ひとりひとりが音楽作品を捉える際に多角的で柔軟な考え方で接しようとするき

っかけとなって欲しい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 幅広い視点で行うため鍵盤楽器以外の専攻生の受講も大歓迎 

【授業の形式】 

講義と実習（前期、後期とも) 

【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.チェンバロの構造を実際の楽器を使って解説。 

2.様々な種類のチェンバロについて画像を見る。 

3.フランス様式のチェンバロに触れてみる。 

4.スピネットとヴァージナルの画像を見る。ショートオクター

ブの説明。 

5.様々な記譜による楽譜と演奏慣習について。 

6.音律について。装飾音について。 

7.イタリア様式のチェンバロに触れてみる。 

8.クラヴィコードについて画像を見ながら解説。 

9.クラヴィコードに触れてみる。 

10.タンゲンテンフリューゲルについて画像と音源をつかっ

て解説。 

11.フォルテピアノについて画像を見ながら解説。 

12.チェンバロ、フォルテピアノを使って連弾やアンサンブ

ルを実習。 

13.チェンバロ、フォルテピアノを使って連弾やアンサンブ

ルを実習。 

14.チェンバロ、フォルテピアノを使って連弾やアンサンブ

ルを実習。 

【事前・事後学習-前期】 

楽器に触れる回（第 3 回、第 7 回、第 9 回）には各自楽譜を持参してください。連弾やアンサンブル（第 12 回〜第 14 回）の

際、共演する人達と事前の練習を行ってください。 

【授業展開と内容-後期】 

1.バッハ① 初期鍵盤作品 

2.バッハ② 北ドイツオルガン楽派の影響  

3.バッハ③ イタリア体験 I 

4.バッハ④ イタリア体験 II 

5.バッハ⑤  バッハの音楽教育 

6.バッハ⑥ 組曲 

7.バッハ⑦ 装飾音 I 

8.バッハ⑧ 装飾音 II ・象徴法 I 

9.バッハ⑨象徴法 II  

10.バッハ⑩ 息子達と弟子達の音楽 

11.バッハ⑪ バッハ研究 （まとめ） 

12.パイプオルガンの歴史と楽器のしくみ 

13.演奏実践 I 

14.演奏実践 II、まとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

第 13 回＆14 回の演奏実践では、各自が選曲した作品を実際に演奏します。十分な練習をした上で、準備の際に生じた疑問

点を整理しておくこと。 
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13.７－６の繋留 14.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。 

【授業展開と内容-後期】 

1.四和音の基本形 

2.四和音の基本形 

3.９－８の繋留 

4.９－８の繋留 

5.９－８の繋留 

6.バスの繋留 

7.四和音の第一転回形 

8.四和音の第一転回形 

9.四和音の第一転回形 

10.四和音の第一転回形 

11.四和音の第二転回形と第三転回形 

12.四和音の第二転回形と第三転回形 

13.四和音の第二転回形と第三転回形 

14.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。 

【オフィスアワー】 

木曜日 お昼休みに調布教室で時間を確保します。 

【教材】 

上尾直毅編『通奏低音の練習』   その他、授業中に課題を適宜配布する。 

 

728 通奏低音Ⅱ 

担当教員 有田 千代子 特任教授 曜日時限 木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

<通奏低音Ⅰ>を参照のこと。また<通奏低音Ⅱ>で習熟度を高めることで和声感が養われ、ソロ曲、アンサンブル曲への表現

へのアプローチが深まる。 

【到達目標】 

様々な和音を使った 17，8 世紀の作品で習熟度を高める。当時の楽譜は数字が完全に記譜されている訳ではないので、必

要に応じて適宜数字を付ける力を養う。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

<通奏低音Ⅰ>修了者、及びそれと同等の力を有する者。 

【授業の形式】 

演習中心でチェンバロで実習する。学生には次週までの宿題を与えるので、練習してくること。 

また時には筆記して声部書法を確認するので五線紙を常時持参のこと。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席状況、平常点、授業態度、試験に合わせて評価 
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【授業展開と内容-前期】 

1.P.マッテイによる転調の課題 

テレマン：歌と器楽と通奏低音の練習書より 

2.P.マッテイによる転調の課題 

テレマン：歌と器楽と通奏低音の練習書より 

3.P.マッテイによる転調の課題 

テレマン：歌と器楽と通奏低音の練習書より 

4.P.マッテイによるやや長い課題 

テレマン：歌と器楽と通奏低音の練習書より 

5.J.S.バッハ：宗教歌曲より 

6.J.S.バッハ：宗教歌曲より 

7.J.S.バッハ：宗教歌曲より 

8.J.S.バッハ：宗教歌曲より 

9.A.コレルリ：ヴァイオリン・ソナタより、トリオ・ソナタより 

10.A.コレルリ：ヴァイオリン・ソナタより、トリオ・ソナタより 

11.A.コレルリ：ヴァイオリン・ソナタより、トリオ・ソナタより 

12.D.ブクステフーデ：トリオ・ソナタより 

13.D.ブクステフーデ：トリオ・ソナタより 

14.試験 

【事前・事後学習-前期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(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.フランス 18 世紀の作品より（F.クープランやルクレールな

ど） 

2.フランス 18 世紀の作品より（F.クープランやルクレールな

ど） 

3.フランス 18 世紀の作品より（F.クープランやルクレールな

ど） 

4.フランス 18 世紀の作品より（F.クープランやルクレールな

ど） 

5.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

6.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

7.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

8.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

9.J.S.バッハ：カンタータや受難曲より 

レチタティーヴォ奏法 

10.J.S.バッハ：器楽作品より 

11.J.S.バッハ：器楽作品より 

12.イタリア初期作品より 

13.イタリア初期作品より 

14.試験 

【事前・事後学習-後期】 

毎回与えられた課題を実施してくること。(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】 

木曜日 授業後 調布教室 

【テキスト】 

1.通奏低音奏法 ヘルマン・ケラー  

備考： Bärenreiter-Verlag 社 

WS01-027 

【教材】 

その他、楽譜を適宜配布したり、指示したりする。 
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13.７－６の繋留 14.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。 

【授業展開と内容-後期】 

1.四和音の基本形 

2.四和音の基本形 

3.９－８の繋留 

4.９－８の繋留 

5.９－８の繋留 

6.バスの繋留 

7.四和音の第一転回形 

8.四和音の第一転回形 

9.四和音の第一転回形 

10.四和音の第一転回形 

11.四和音の第二転回形と第三転回形 

12.四和音の第二転回形と第三転回形 

13.四和音の第二転回形と第三転回形 

14.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。 

【オフィスアワー】 

木曜日 お昼休みに調布教室で時間を確保します。 

【教材】 

上尾直毅編『通奏低音の練習』   その他、授業中に課題を適宜配布する。 

 

728 通奏低音Ⅱ 

担当教員 有田 千代子 特任教授 曜日時限 木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

<通奏低音Ⅰ>を参照のこと。また<通奏低音Ⅱ>で習熟度を高めることで和声感が養われ、ソロ曲、アンサンブル曲への表現

へのアプローチが深まる。 

【到達目標】 

様々な和音を使った 17，8 世紀の作品で習熟度を高める。当時の楽譜は数字が完全に記譜されている訳ではないので、必

要に応じて適宜数字を付ける力を養う。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

<通奏低音Ⅰ>修了者、及びそれと同等の力を有する者。 

【授業の形式】 

演習中心でチェンバロで実習する。学生には次週までの宿題を与えるので、練習してくること。 

また時には筆記して声部書法を確認するので五線紙を常時持参のこと。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席状況、平常点、授業態度、試験に合わせて評価 
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729 古楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 
有田 正広 特任教授    上尾 直毅 講師 

有田 千代子 特任教授  桐山 温子 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 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 初期バロック時代から前古典派に至る室内楽作品の演奏解釈および合奏実習を行う。古楽器実技教師の内２人が前、後期

に分かれて担当する。 

 大１から研２あるいは研３までの全ての古楽器専攻学生の必修授業である他、専攻生の選択の対象ともなる。 

 教師の助言に基づき、学生自ら実習曲および演奏者、楽器編成を決め十分リハーサルを重ねた上、毎回の授業に臨む。出

席者の中、演奏出番に当たらぬ者は演奏を聴き、教師のコメントを聞き、発言したり、討議に参加する。基本的に実習は古楽

器専攻の学生たちが演奏し授業が進められるが、実習曲や編成によっては随時検討される。 

【到達目標】 

1700 年頃～1800 年頃までの様々な時代様式による室内楽作品の演奏技術をマスターした上でその様式に相応しい表現を

深めることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

古楽器専攻全学年必修。その他の専攻生は選択科目。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

☆成績評価は主に出席率（出席重視）だが、実習曲の成立問題等の発表をも評価の対象となる。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～13. 導入 参加学生数と楽器の確認を行ない、前期

の曲、メンバー決め。 

前期には約６組のグループが１７世紀～１７８０年代までの

作品（二重奏以上の編成）を演奏する。 

更に、校内演奏会等の演奏会へのアプローチも視野に入

れて行う。 

14.まとめ（発表演奏、あるいは意見交換など） 

【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)

グループ内で十分な練習と演奏する作品の研究をすること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 前期に引き続き約６組のグループで、１９世紀初

期作品までを演奏する。 

14.まとめと演奏発表、意見交換など 

【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)グループ内で十分な練習と演奏する作品の研究をすること 
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【オフィスアワー】 

月曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

学生自らが持ち寄った楽譜、それに関連した楽書、資料のプリント。 

 

591 音楽理論(分析)Mu-1(前期) 

担当教員 今野 哲也 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

「音楽理論（分析）Mu-1」では、F.ショパンの《24 の前奏曲集》Op.28 を対象として、楽曲分析を実施してゆきます。このとき、和

声の分析に重点を置きながらも、最終的に「和声構造」（調の配列に基づく楽曲全体の構成方法）の導出を目指します。まず

は前半 12 曲の考察を目指しますが、授業の進行度合いに応じて、無理なスケジューリングは行わないつもりです。ときには、1

曲に充分に時間をかける場合もあります（ただしその逆も然り）。 

【到達目標】 

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

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

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

考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

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

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

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

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

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

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 

【授業の形式】 

講義を中心としますが、ときには演習も行います。パソコンを使った視聴覚資料を、できるだけ活用します。 

【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 

○  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 試験、ならびに 3 回のレポート課題を基本として、総合的に評価します。このとき、授業への取り組み姿勢をとくに重視します。

試験の受験資格を得るために、70％以上の出席を前提とします。ただし、正当な理由があれば、公欠・病欠扱いにいたします

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

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション、《24 の前奏曲集》第 1 曲 

2.《24 の前奏曲集》第 2～3 曲 

3.《24 の前奏曲集》第 2～3 曲 

4.《24 の前奏曲集》第 4～5 曲 
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729 古楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 
有田 正広 特任教授    上尾 直毅 講師 

有田 千代子 特任教授  桐山 温子 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 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 初期バロック時代から前古典派に至る室内楽作品の演奏解釈および合奏実習を行う。古楽器実技教師の内２人が前、後期

に分かれて担当する。 

 大１から研２あるいは研３までの全ての古楽器専攻学生の必修授業である他、専攻生の選択の対象ともなる。 

 教師の助言に基づき、学生自ら実習曲および演奏者、楽器編成を決め十分リハーサルを重ねた上、毎回の授業に臨む。出

席者の中、演奏出番に当たらぬ者は演奏を聴き、教師のコメントを聞き、発言したり、討議に参加する。基本的に実習は古楽

器専攻の学生たちが演奏し授業が進められるが、実習曲や編成によっては随時検討される。 

【到達目標】 

1700 年頃～1800 年頃までの様々な時代様式による室内楽作品の演奏技術をマスターした上でその様式に相応しい表現を

深めることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

古楽器専攻全学年必修。その他の専攻生は選択科目。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

☆成績評価は主に出席率（出席重視）だが、実習曲の成立問題等の発表をも評価の対象となる。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～13. 導入 参加学生数と楽器の確認を行ない、前期

の曲、メンバー決め。 

前期には約６組のグループが１７世紀～１７８０年代までの

作品（二重奏以上の編成）を演奏する。 

更に、校内演奏会等の演奏会へのアプローチも視野に入

れて行う。 

14.まとめ（発表演奏、あるいは意見交換など） 

【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)

グループ内で十分な練習と演奏する作品の研究をすること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 前期に引き続き約６組のグループで、１９世紀初

期作品までを演奏する。 

14.まとめと演奏発表、意見交換など 

【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)グループ内で十分な練習と演奏する作品の研究をすること 
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5.《24 の前奏曲集》第 4～5 曲 

6.《24 の前奏曲集》第 6～7 曲 

7.《24 の前奏曲集》第 6～7 曲 

8.《24 の前奏曲集》第 8～9 曲 

9.《24 の前奏曲集》第 8～9 曲 

10.《24 の前奏曲集》第 8～9 曲 

11.《24 の前奏曲集》第 10～11 曲 

12.《24 の前奏曲集》第 10～11 曲 

13.《24 の前奏曲集》第 10～11 曲 

14.《24 の前奏曲集》第 12 曲、学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

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

【オフィスアワー】 

授業の前後の時間帯 

【教材】 

特定の教科書は使用しません。随時、プリントを配布します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声―理論と実習』I～III 巻

（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

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

 

592 音楽理論(分析)Mu-2(後期) 

担当教員 今野 哲也 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

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

の導出を目指します。ここでは、後半 12 曲の考察を目指します（前期の Mu-1 が順当に進んだ場合）。ただし、授業の進行度

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

の逆も然り）。 

【到達目標】 

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

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

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

考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

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

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

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

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

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

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 

【授業の形式】 

 講義を中心としますが、ときには演習も行います。パソコンを使った視聴覚資料を、できるだけ活用します。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 試験、ならびに 3 回のレポート課題を基本として、総合的に評価します。このとき、授業への取り組み姿勢をとくに重視します。

試験の受験資格を得るために、70％以上の出席を前提とします。ただし、正当な理由があれば、公欠・病欠扱いにいたします

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

【授業展開と内容-後期】 

1.オリエンテーション、《24 の前奏曲集》第 13 曲 

2.《24 の前奏曲集》第 14～15 曲 

3.《24 の前奏曲集》第 14～15 曲 

4.《24 の前奏曲集》第 16～17 曲 

5.《24 の前奏曲集》第 16～17 曲 

6.《24 の前奏曲集》第 18～19 曲 

7.《24 の前奏曲集》第 18～19 曲 

8.《24 の前奏曲集》第 20～21 曲 

9.《24 の前奏曲集》第 20～21 曲 

10.《24 の前奏曲集》第 20～21 曲 

11.《24 の前奏曲集》第 22～23 曲 

12.《24 の前奏曲集》第 22～23 曲 

13.《24 の前奏曲集》第 22～23 曲 

14.《24 の前奏曲集》第 24 曲、学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

授業の前後の時間帯 

【教材】 

 特定の教科書は使用しません。随時、プリントを配布します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声――理論と実習』I～III

巻（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

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

 

593 音楽理論(分析)Mu-3(前期) 

担当教員 今野 哲也 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

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

導出を目指します。既習の第 1～5 曲をふり返りながら、第 6 曲〈溢れる涙〉から開始し、第 1 部の終曲〈孤独〉（第 12 曲）まで

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

充分に時間をかける場合もあります（ただしその逆も然り）。 

【到達目標】 

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

の「和声構造」（≒形式）の導き方のイメージをつかむこと、③詩と音楽との連関を味わう上での感覚を養うことを目指します。そ
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5.《24 の前奏曲集》第 4～5 曲 

6.《24 の前奏曲集》第 6～7 曲 

7.《24 の前奏曲集》第 6～7 曲 

8.《24 の前奏曲集》第 8～9 曲 

9.《24 の前奏曲集》第 8～9 曲 

10.《24 の前奏曲集》第 8～9 曲 

11.《24 の前奏曲集》第 10～11 曲 

12.《24 の前奏曲集》第 10～11 曲 

13.《24 の前奏曲集》第 10～11 曲 

14.《24 の前奏曲集》第 12 曲、学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

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

【オフィスアワー】 

授業の前後の時間帯 

【教材】 

特定の教科書は使用しません。随時、プリントを配布します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声―理論と実習』I～III 巻

（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

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

 

592 音楽理論(分析)Mu-2(後期) 

担当教員 今野 哲也 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

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

の導出を目指します。ここでは、後半 12 曲の考察を目指します（前期の Mu-1 が順当に進んだ場合）。ただし、授業の進行度

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

の逆も然り）。 

【到達目標】 

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

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

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

考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

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

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

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

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

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

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 

【授業の形式】 

 講義を中心としますが、ときには演習も行います。パソコンを使った視聴覚資料を、できるだけ活用します。 
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のため受講生の皆さんにも、課題や楽曲分析を出来るだけ実践して頂こうと思います。その作業を通じて、自ら音楽作品を分

析・理解し、新たな問題提起ができるようになって欲しいと考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

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

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

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

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

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

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 

【授業の形式】 

 講義を中心としますが、ときには演習も行います。パソコンを使った視聴覚資料を、できるだけ活用します。 

【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 

○  ○  ○ ○ 

 

【成績評価の要点②】 

 試験、ならびに 3 回のレポート課題を基本として、総合的に評価します。このとき、授業への取り組み姿勢をとくに重視します。

試験の受験資格を得るために、70％以上の出席を前提とします。ただし、正当な理由があれば、公欠・病欠扱いにいたします

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

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション、《冬の旅》第 1 部の第 1～5 曲の振り

返り 

2.第 6 曲〈溢れる涙〉 

3.第 6 曲〈溢れる涙〉 

4.第 7 曲〈流れの上で〉 

5.第 7 曲〈流れの上で〉 

6.第 8 曲〈回想〉 

7.第 8 曲〈回想〉 

8.第 9 曲〈鬼火〉 

9.第 9 曲〈鬼火〉 

10.第 10 曲〈休息〉 

11.第 10 曲〈休息〉 

12.第 11 曲〈春の夢〉 

13.第 11 曲〈春の夢〉 

14.第 12 曲〈孤独〉、学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

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

【オフィスアワー】 

授業の前後の時間帯 

【教材】 

 特定の教科書は使用しません。随時、プリントを配布します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声――理論と実習』I～III

巻（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

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

担当教員 今野 哲也 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

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

の導出を目指します。第 1 部（第 1～12 曲）を復習しながら、第 2 部の中盤までの考察を目指します。ただし、授業の進行度

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

の逆も然り）。 

【到達目標】 

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

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

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

析・理解し、新たな問題提起ができるようになって欲しいと考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

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

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

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

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

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

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 

【授業の形式】 

 講義を中心としますが、ときには演習も行います。パソコンを使った視聴覚資料を、できるだけ活用します。 

【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 

○  ○  ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

 試験、ならびに 3 回のレポート課題を基本として、総合的に評価します。このとき、授業への取り組み姿勢をとくに重視します。

試験の受験資格を得るために、70％以上の出席を前提とします。ただし、正当な理由があれば、公欠・病欠扱いにいたします

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

【授業展開と内容-前期】 

10.第 17 曲〈村の中で〉 

【授業展開と内容-後期】 

1.オリエンテーション 

2.第 13 曲〈郵便馬車〉 

3.第 13 曲〈郵便馬車〉 

4.第 14 曲〈白髪の頭〉 

5.第 14 曲〈白髪の頭〉 

6.第 15 曲〈からす〉 

7.第 15 曲〈からす〉 

8.第 16 曲〈最後の希望〉 
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のため受講生の皆さんにも、課題や楽曲分析を出来るだけ実践して頂こうと思います。その作業を通じて、自ら音楽作品を分

析・理解し、新たな問題提起ができるようになって欲しいと考えます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

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

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

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

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

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

くの方に受講して頂ければ嬉しく思います。 

【授業の形式】 

 講義を中心としますが、ときには演習も行います。パソコンを使った視聴覚資料を、できるだけ活用します。 

【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 

○  ○  ○ ○ 

 

【成績評価の要点②】 

 試験、ならびに 3 回のレポート課題を基本として、総合的に評価します。このとき、授業への取り組み姿勢をとくに重視します。

試験の受験資格を得るために、70％以上の出席を前提とします。ただし、正当な理由があれば、公欠・病欠扱いにいたします

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

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション、《冬の旅》第 1 部の第 1～5 曲の振り

返り 

2.第 6 曲〈溢れる涙〉 

3.第 6 曲〈溢れる涙〉 

4.第 7 曲〈流れの上で〉 

5.第 7 曲〈流れの上で〉 

6.第 8 曲〈回想〉 

7.第 8 曲〈回想〉 

8.第 9 曲〈鬼火〉 

9.第 9 曲〈鬼火〉 

10.第 10 曲〈休息〉 

11.第 10 曲〈休息〉 

12.第 11 曲〈春の夢〉 

13.第 11 曲〈春の夢〉 

14.第 12 曲〈孤独〉、学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

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

【オフィスアワー】 

授業の前後の時間帯 

【教材】 

 特定の教科書は使用しません。随時、プリントを配布します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声――理論と実習』I～III

巻（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

 音楽学の学生にとっては必修の授業となりますが、他の学科の学生も歓迎します。 
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9.第 16 曲〈最後の希望〉 

10.第 17 曲〈村の中で〉 

11.第 17 曲〈村の中で〉 

12.第 18 曲〈嵐の朝〉 

13.第 18 曲〈嵐の朝〉 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

授業の前後の時間帯 

【教材】 

 特定の教科書は使用しません。随時、プリントを配布します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声――理論と実習』I～III

巻（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

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

 

731～744 BC-Ⅰ(A～G) 

担当教員 

大橋 浩子 教授 

森山 智宏 准教授 

井澤 岳野 講師 

岡島 礼 講師 

神本 真理 講師 

沢木 良子 講師 

清水 篤 講師 

田中 やよい 講師 

築田 佳奈 講師 

百武 眞弓 講師 

船橋 泉乃 講師 

森 円花 講師 

柳川 瑞季 講師 

曜日時限 

火 1 時限 

火 2 時限 

金 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

音楽の基礎、すなわち楽譜を見て読む事、歌う事、弾く事、聴く事を中心に学ぶ。音楽を理解する能力、表現する能力を高め

る事を目的とする。週 2 回の受講（火曜Ⅰ限またはⅡ限、および金曜Ⅱ限）を必修とする。 

【到達目標】 

立体的に音を捉える耳を養う。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

BCⅠクラスを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○  

【成績評価の要点②】 

年度末の BCⅠ単位認定試験にて判定。出席率の悪い者には受験資格を与えない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～13. S（初見、視唱）、H（和声聴音）、M（旋律聴音）を

中心に、基礎的なトレーニングをする。 

14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 前期の授業をさらに発展させ、音楽的な耳を養う。 14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

大橋浩子教授 火曜日のお昼休み ソルフェージュ研究室 102 室 

【教材】 

授業内で指定または配布する。 

 

751～755 BC-Ⅱ(A～E) 

担当教員 

五十嵐 琴未 講師 

神本 真理 講師 

田口 真理子 講師 

築田 佳奈 講師 

長谷川 由美子 講師 

曜日時限 

月 4 時限 

火 4 時限 

金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に引き続き、音楽の基礎を学ぶ。音楽を更に理解する能力、表現する能力を高める事を目的とする。 

【到達目標】 

楽譜から音をイメージする力、音から楽譜をイメージする力を向上させる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

BCⅡクラスを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○  
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9.第 16 曲〈最後の希望〉 

10.第 17 曲〈村の中で〉 

11.第 17 曲〈村の中で〉 

12.第 18 曲〈嵐の朝〉 

13.第 18 曲〈嵐の朝〉 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

授業の前後の時間帯 

【教材】 

 特定の教科書は使用しません。随時、プリントを配布します。ただし参考書として、島岡譲他島『和声――理論と実習』I～III

巻（音楽之友社、1964-67）を指定します。 

【その他】 

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

 

731～744 BC-Ⅰ(A～G) 

担当教員 

大橋 浩子 教授 

森山 智宏 准教授 

井澤 岳野 講師 

岡島 礼 講師 

神本 真理 講師 

沢木 良子 講師 

清水 篤 講師 

田中 やよい 講師 

築田 佳奈 講師 

百武 眞弓 講師 

船橋 泉乃 講師 

森 円花 講師 

柳川 瑞季 講師 

曜日時限 

火 1 時限 

火 2 時限 

金 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

音楽の基礎、すなわち楽譜を見て読む事、歌う事、弾く事、聴く事を中心に学ぶ。音楽を理解する能力、表現する能力を高め

る事を目的とする。週 2 回の受講（火曜Ⅰ限またはⅡ限、および金曜Ⅱ限）を必修とする。 

【到達目標】 

立体的に音を捉える耳を養う。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

BCⅠクラスを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 
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【成績評価の要点②】 

年度末の BCⅡ単位認定試験にて判定。出席率の悪い者には受験資格を与えない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～13. S（初見、視唱）、H（和声聴音）、M（旋律聴音）を

中心に更に発展させた授業を行う。 

14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 前期の授業を継続し、音楽的な耳を養う。 14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

大橋浩子教授 火曜日のお昼休み  ソルフェージュ研究室 102 室 

【教材】 

授業時に指定、または配布する。 

 

761～763 BC-Ⅲ(A～C) 

担当教員 

清水 篤 講師 

塚田 眞理 講師 

森 円花 講師 

曜日時限 
火 4 時限 

木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年 

 

【授業の概要】 

音楽的な耳を高める事を目的とする。視唱や聴音だけでなく、総合的に音楽を学ぶ。 

【到達目標】 

「聴く力」とともに「分析する力」を養い、音楽能力を総合的に高めることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

BCⅢクラスを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席率、平常点、クラス内試験を総合的に勘案して成績評価をする。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～13. S（初見、視唱）、H（和声聴音）、M（旋律聴音）を

中心に、基礎的なトレーニングをする。 

14.学習内容のまとめ。 
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【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 前期の授業をさらに発展させ、音楽的な耳を養う。 14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

大橋浩子教授 火曜日のお昼休み ソルフェージュ研究室 102 室 

【教材】 

授業時に指定、または配布する。 

 

 

765 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ教育法Ⅰ 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 金 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3～4 年 

 

【授業の概要】 

教育に携わる、ということは、未来を創ることです。言うなれば、ソルフェージュ教育に携わる、ということは、まさに日本のクラシ

ックの未来を創っていくことなのです。さらに、「人に教える」ということは、「自分も学ぶ」ということです。学び続けることは、教師

の宿命であります。 

皆さんが（もしかしたら何気なく）受けてきたソルフェージュ教育は、音高・音大受験のテクニックではなく、クラシック教育の根

幹をなすものです。そこには音感教育だけには留まらない、全ての音楽の領域が内包されています。だとしたら、これほどやり

がいがあって面白く、そして個々の（教師の）音楽観が厳しく問われる教育の分野はないでしょう。 

そのような視点に立ち、1 年間、皆さんに「ソルフェージュ教育」の魅力を体感してもらいたいと思います。講師陣には、長年ソ

ルフェージュ教育の現場に携わり、理論と実践を続けて来た方たちをお迎えします。この講座から、未来のソルフェージュ教

師が羽ばたくことを願っています。 

※本講座の単位取得者のみ、次年度「ソルフェージュ教育法Ⅱ」を履修できます。 

【到達目標】 

各自、ソルフェージュ教育についての定義付けができるようなる。 

将来、ソルフェージュ教育の現場に出た際に必要な理論と実践を経験する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

以下の条件をすべて満たす学生のみ受講可。 

・大学 3 年生以上 

・ソルフェージュのグレードが SPⅢ以上 

・和声法Ⅱもしくは応用和声の成績が B 以上 

・原則として全講座を出席できること（校欠等、やむを得ず欠席した場合は別途課題を課すことがある）。 

【授業の形式】 

講義及び実習 
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【成績評価の要点②】 

年度末の BCⅡ単位認定試験にて判定。出席率の悪い者には受験資格を与えない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～13. S（初見、視唱）、H（和声聴音）、M（旋律聴音）を

中心に更に発展させた授業を行う。 

14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 前期の授業を継続し、音楽的な耳を養う。 14.学習内容のまとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った課題を自宅等でよく復習し、次回の授業に臨むこと（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

大橋浩子教授 火曜日のお昼休み  ソルフェージュ研究室 102 室 

【教材】 

授業時に指定、または配布する。 

 

761～763 BC-Ⅲ(A～C) 

担当教員 

清水 篤 講師 

塚田 眞理 講師 

森 円花 講師 

曜日時限 
火 4 時限 

木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年 

 

【授業の概要】 

音楽的な耳を高める事を目的とする。視唱や聴音だけでなく、総合的に音楽を学ぶ。 

【到達目標】 

「聴く力」とともに「分析する力」を養い、音楽能力を総合的に高めることを目標とする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

BCⅢクラスを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席率、平常点、クラス内試験を総合的に勘案して成績評価をする。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～13. S（初見、視唱）、H（和声聴音）、M（旋律聴音）を

中心に、基礎的なトレーニングをする。 

14.学習内容のまとめ。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション（森山智宏） 

2.音教の現場から～幼児教育 1（百武眞弓） 

3.音教の現場から～幼児教育 2（百武眞弓） 

4.音教の現場から～幼児教育 3（荻原由紀子） 

5.音教の現場から～幼児教育 4（荻原由紀子） 

6.音教の現場から～幼児教育 5（田端ゆみ） 

7.音教の現場から～幼児教育 6（田端ゆみ） 

8.導入期のソルフェージュ教育と実技（森山智宏） 

9.リトミック 1（杉山智恵子） 

10.リトミック 2（杉山智恵子） 

11.リトミック 3（杉山智恵子） 

12.リトミック 4（杉山智恵子） 

13.リトミック 5（杉山智恵子） 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

日常の音楽活動が、ソルフェージュ教育の現場とどのような結び付きになるのか常に考えること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.音教の現場から～小学校低学年 1（松井裕紀子） 

2.音教の現場から～小学校低学年 2（松井裕紀子） 

3.音教の現場から～小学校中学年 1（加藤千春） 

4.音教の現場から～小学校中学年 2（加藤千春） 

5.音教の現場から～小学校高学年 1（森山智宏） 

6.音教の現場から～小学校高学年 2（森山智宏） 

7.音教の現場から～中学生 1（大橋浩子） 

8.音教の現場から～中学生 2（大橋浩子） 

9.課題作成 1（鷹羽弘晃） 

10.課題作成 2（鷹羽弘晃） 

11.ソルフェージュ教育と東西問題（森山智宏） 

12.ソルフェージュ教育と南北問題（森山智宏） 

13.ソルフェージュ教育のこれから（森山智宏） 

14.1 年間のまとめ（森山智宏） 

【事前・事後学習-後期】 

日常の音楽活動が、ソルフェージュ教育の現場とどのような結び付きになるのか常に考えること。 

【オフィスアワー】 

特に設けないが、事前に申し出ること。 

t-moriyama@tohomusic.ac.jp 

 

766 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ教育法Ⅱ 

担当教員 鈴木 しのぶ 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

ソルフェージュの教材研究、教案作成、課題作成などを行う。ソルフェージュの教材研究などを通してソルフェージュ教育に必

要な知識を得るだけでなく、アクティブ・ラーニングやカリキュラム・デザインの手法など一般的な教育メソッドについても取り上

げ、効果的に授業を展開するための知識の運用方法についても学ぶ。また、年間を通じて 4 声体和声を実習し、ソルフェージ

ュの課題作成につなげる。なお、和声については借用和音くらいまでの内容を理解していることが望ましい（和声実習の内容

は受講生のレベルに応じて変更する可能性あり）。初回に和声の習熟度確認のための試験を実施する。 
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【到達目標】 

ソルフェージュ教育の意義および目的の明確化、それに基づいた効果的な授業展開の手法を身に付けること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ソルフェージュ教育法Ⅰの単位を取得しており、かつ成績 B 以上の者。 

【授業の形式】 

演習・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、4 声体和声の習熟度確認（バス課題、ソプラ

ノ課題） 

2.ソルフェージュ教育の歴史 

3.和声実習（1）基本の連結と終止形、および教材研究（1）

幼児・導入期 

4.和声実習（2）三和音の第 2 転回形、および教材研究（2）

初級～中級 

5.和声実習（3）属七①、および教材研究（3）上級 

6.和声実習（4）属七②、および教材研究（4）フランスの教

材 

7.ソルフェージュについて学ぶ（1） 

8.ソルフェージュについて学ぶ（2） 

9.ソルフェージュについて学ぶ（3） 

10.ソルフェージュについて学ぶ（4） 

11.和声実習（5）属七の根音省略形 

12.和声実習（6）属九① 

13.和声の実習（7）属九② 

14.和声の実習（8）属九③ 

【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.和声実習（9）準固有和音 

2.和声実習（10）借用和音① 

3.和声実習（11）借用和音② 

4.和声実習（12）近親転調① 

5.和声実習（13）近親転調② 

6.和声実習（14）いろいろな転調 

7.和声実習（15）非和声音①、および課題作成（1） 

8.和声実習（16）非和声音②、および課題作成（2） 

9.和声実習（17）非和声音③、および課題作成（3） 

10.和声実習（18）まとめ 

11.授業展開（1） 

12.授業展開（2） 

13.授業展開（3） 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

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

【オフィスアワー】 

月曜日 16:00 以降。事前にアポイントを取ること。 

【教材】 

授業時に指示、または配布する。 

 

 248

【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（森山智宏） 

2.音教の現場から～幼児教育 1（百武眞弓） 

3.音教の現場から～幼児教育 2（百武眞弓） 

4.音教の現場から～幼児教育 3（荻原由紀子） 

5.音教の現場から～幼児教育 4（荻原由紀子） 

6.音教の現場から～幼児教育 5（田端ゆみ） 

7.音教の現場から～幼児教育 6（田端ゆみ） 

8.導入期のソルフェージュ教育と実技（森山智宏） 

9.リトミック 1（杉山智恵子） 

10.リトミック 2（杉山智恵子） 

11.リトミック 3（杉山智恵子） 

12.リトミック 4（杉山智恵子） 

13.リトミック 5（杉山智恵子） 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

日常の音楽活動が、ソルフェージュ教育の現場とどのような結び付きになるのか常に考えること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.音教の現場から～小学校低学年 1（松井裕紀子） 

2.音教の現場から～小学校低学年 2（松井裕紀子） 

3.音教の現場から～小学校中学年 1（加藤千春） 

4.音教の現場から～小学校中学年 2（加藤千春） 

5.音教の現場から～小学校高学年 1（森山智宏） 

6.音教の現場から～小学校高学年 2（森山智宏） 

7.音教の現場から～中学生 1（大橋浩子） 

8.音教の現場から～中学生 2（大橋浩子） 

9.課題作成 1（鷹羽弘晃） 

10.課題作成 2（鷹羽弘晃） 

11.ソルフェージュ教育と東西問題（森山智宏） 

12.ソルフェージュ教育と南北問題（森山智宏） 

13.ソルフェージュ教育のこれから（森山智宏） 

14.1 年間のまとめ（森山智宏） 

【事前・事後学習-後期】 

日常の音楽活動が、ソルフェージュ教育の現場とどのような結び付きになるのか常に考えること。 

【オフィスアワー】 

特に設けないが、事前に申し出ること。 

t-moriyama@tohomusic.ac.jp 

 

766 ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ教育法Ⅱ 

担当教員 鈴木 しのぶ 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

ソルフェージュの教材研究、教案作成、課題作成などを行う。ソルフェージュの教材研究などを通してソルフェージュ教育に必

要な知識を得るだけでなく、アクティブ・ラーニングやカリキュラム・デザインの手法など一般的な教育メソッドについても取り上

げ、効果的に授業を展開するための知識の運用方法についても学ぶ。また、年間を通じて 4 声体和声を実習し、ソルフェージ

ュの課題作成につなげる。なお、和声については借用和音くらいまでの内容を理解していることが望ましい（和声実習の内容

は受講生のレベルに応じて変更する可能性あり）。初回に和声の習熟度確認のための試験を実施する。 
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767 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ a 

担当教員 上田 真樹 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

スコアを読み、その作品を理解し、そしてピアノで表現します。 

そのために必要な基礎として、各種譜表や様々な楽器について学び、楽曲分析や楽器法などにも触れながら、作品を総合的

に読みとる能力を養うことを目的とします。 

【到達目標】 

ピアノのために書かれたものではない様々な編成の楽譜や、移調楽器を含む編成の楽譜、さらにはオーケストラの総譜から、

書かれた音楽を読み解き、その音楽をピアノで表現する（その為にある程度の編曲の要素を含む）ことを目標とします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノが弾ける学生。ある程度、各種音部譜表に慣れていることが望ましい。 

定員 15 名。作曲専攻（創作芸術）、指揮専攻必修。 

履修希望者数が定員を超える場合は、初回に簡単な考査等を行うこともある。 

【授業の形式】 

ピアノを用いたグループレッスン及び一人ずつの実習。 

主に、授業の前半では基本的な読譜練習（作品の一部など）を行い、後半はそれぞれに合った作品を選んで取り組みます。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席状況や習熟進度、学習意欲など平常点を主に評価の対象とする。期末に実技試験を行う場合もある。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.同声および混声三部合唱、弦楽三重奏・弦楽三部合唱

曲などのピアノ演奏 

3.アルト譜表を用いた作品のピアノ演奏 

4.テノール譜表を用いた作品のピアノ演奏 

5.弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

6.ソプラノ譜表を用いた作品のピアノ演奏 

7.合唱四段譜のピアノ演奏 

8.移調楽器についての解説と基礎 

9.B 管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

10.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

11.F 管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

12.D 管、G 管楽器などを含む室内楽曲のピアノ演奏 

13.様々な移調楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

14.授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-前期】 

宿題や事前課題を、各自充分に練習して授業に臨むこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.様々な移調楽器、移高楽器を含む小編成の作品のピア

ノ演奏(1) 

2.様々な移調楽器、移高楽器を含む小編成の作品のピア

ノ演奏(2) 

3.様々な移調楽器、移高楽器を含む小編成の作品のピア

ノ演奏(3) 
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4.バロック～古典派の管弦楽作品のピアノ演奏(1) 

5.バロック～古典派の管弦楽作品のピアノ演奏(2) 

6.バロック～古典派の管弦楽作品のピアノ演奏(3) 

7.バロック～古典派の管弦楽作品のピアノ演奏(4) 

8.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏(1) 

9.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏(2) 

10.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏(3) 

11.後期ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏(1) 

12.後期ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏(2) 

13.後期ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏(3) 

14.発表会およびまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

宿題や事前課題を、各自充分に練習して授業に臨むこと。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する。 

【テキスト】 

1.はじめてのソルフェージュ 4 

スコア・リーディング入門 吉川和夫/船橋三十子/藤家渓子 1991 年 \2,300 ISBN4-11-712004-2  

備考：全音楽譜出版社刊 

【教材】 

Mercher and Warch : Music for Score Readig (Prentice-Hall) B12-340 

Morris and Ferguson : Preparatory Exercises in Score Reading (Oxford) などの教材 B03-166 

主にバロックからロマン派までの作曲家の室内楽曲、交響曲や管弦楽曲、ミサ曲やオペラなど声楽を含む作品のオーケスト

ラ・スコアなど。詳細は授業のなかでその都度指示する。 

 

768 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ b 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

よく言われるように、音楽家は視野を広く持たなければなりません。 

この「視野」には二つの意味があります。 

一つは、視覚の観点です。楽譜から瞬時に全体像を掴んでいくためには、できるだけ楽譜を大きな視野で見ることが求められ

ます。 

もう一つは、音楽的経験の「視野」です。専攻実技で学んでいる作品だけしか知らない、ということでは、音楽大学で学んでい

る意味はありません。 

「スコアリーディング」を学ぶことは、まさにこの二つの視野を大きく広げていく手がかりとなります。 

実習を通して、「このピアノ作品はとても室内楽的だ」「ピアノ曲だけどオケの響きがする」という（これもよく聞く）言葉を体感して

いってもらいたいと考えています。 

【到達目標】 

（1）スコアに慣れ親しむ。 

（2）スコアをピアノである程度弾けるようになる。 

（3）ピアノ曲の中に、室内楽やオーケストラの響きを捉えられるようになる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 
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767 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ a 

担当教員 上田 真樹 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

スコアを読み、その作品を理解し、そしてピアノで表現します。 

そのために必要な基礎として、各種譜表や様々な楽器について学び、楽曲分析や楽器法などにも触れながら、作品を総合的

に読みとる能力を養うことを目的とします。 

【到達目標】 

ピアノのために書かれたものではない様々な編成の楽譜や、移調楽器を含む編成の楽譜、さらにはオーケストラの総譜から、

書かれた音楽を読み解き、その音楽をピアノで表現する（その為にある程度の編曲の要素を含む）ことを目標とします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノが弾ける学生。ある程度、各種音部譜表に慣れていることが望ましい。 

定員 15 名。作曲専攻（創作芸術）、指揮専攻必修。 

履修希望者数が定員を超える場合は、初回に簡単な考査等を行うこともある。 

【授業の形式】 

ピアノを用いたグループレッスン及び一人ずつの実習。 

主に、授業の前半では基本的な読譜練習（作品の一部など）を行い、後半はそれぞれに合った作品を選んで取り組みます。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席状況や習熟進度、学習意欲など平常点を主に評価の対象とする。期末に実技試験を行う場合もある。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.同声および混声三部合唱、弦楽三重奏・弦楽三部合唱

曲などのピアノ演奏 

3.アルト譜表を用いた作品のピアノ演奏 

4.テノール譜表を用いた作品のピアノ演奏 

5.弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

6.ソプラノ譜表を用いた作品のピアノ演奏 

7.合唱四段譜のピアノ演奏 

8.移調楽器についての解説と基礎 

9.B 管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

10.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

11.F 管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

12.D 管、G 管楽器などを含む室内楽曲のピアノ演奏 

13.様々な移調楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏 

14.授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-前期】 

宿題や事前課題を、各自充分に練習して授業に臨むこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.様々な移調楽器、移高楽器を含む小編成の作品のピア

ノ演奏(1) 

2.様々な移調楽器、移高楽器を含む小編成の作品のピア

ノ演奏(2) 

3.様々な移調楽器、移高楽器を含む小編成の作品のピア

ノ演奏(3) 
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ピアノが弾け、各種音部記号をある程度読むことのできる学生。履修希望者が多い場合は、必修者を優先とした上で、履修制

限を設ける。作曲専攻(創作芸術)、指揮専攻必修。 

【授業の形式】 

演習及び課題の解説 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.導入① 

3.導入② 

4.導入③ 

5.バロック① 

6.バロック② 

7.バロック③ 

8.バロック④ 

9.バロック⑤ 

10.古典派① 

11.古典派② 

12.古典派③ 

13.古典派④ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.古典派⑤ 

2.古典派⑥ 

3.ロマン派① 

4.ロマン派② 

5.ロマン派③ 

6.ロマン派④ 

7.ロマン派⑤ 

8.ロマン派⑥ 

9.ロマン派⑦ 

10.近代① 

11.近代② 

12.近代③ 

13.近代④ 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

特に設けないが、事前に申し出ること。 

t-moriyama@tohomusic.ac.jp 

 

769 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ c 

担当教員 十川 菜穂 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

スコア・リーディング初心者を対象とした授業。オーケストラのスコアをピアノで演奏する。実際の楽曲の一部を使ってハ音譜表

や移調楽器の譜表を学びながら、より複雑な音楽へと段階を追って進んでいく。学年末試験では各自が選んだオーケストラ
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作品を演奏する。作曲家の特徴や和声にも触れ、楽曲の理解に役立てるのと同時に、一人でオーケストラ曲を演奏するという

無上の贅沢を是非味わってほしい。 

【到達目標】 

オーケストラスコアを見て曲全体を掴めるようにする。ハ音記号や移調楽器に慣れ、複数の譜表も一度に読めるようにする。そ

して、オーケストラの各楽器の音色や全体の響きをイメージしてピアノで演奏できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノが問題なく弾ける学生。受講生は 12 人を限度とする。初回授業で希望者が定員を超えた場合は必修者を優先とし抽選

を行う。そのため、初回の授業には必ず出席すること。作曲専攻(創作芸術)、指揮専攻必修。 

【授業の形式】 

ピアノを用いたグループレッスン(実習) 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス―スコア・リーディングとは 

2.３段譜以上の楽曲のピアノ演奏 

3.アルト譜表、古典派弦楽三重奏曲のピアノ演奏 

4.アルト譜表、古典派弦楽三重奏曲のピアノ演奏 

5.テノール譜表、古典派弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

6.テノール譜表、古典派弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

7.ロマン派弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

8.ロマン派弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

9.近代弦楽四重奏曲のピアノ演奏 

10.移調楽器とは 

B 管楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピアノ演奏 

11.B 管楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピアノ演奏 

12.ソプラノ譜表、A 管楽器とそれを含む課題や室内楽曲の

ピアノ演奏 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題と発展的学習 

【事前・事後学習-前期】 

授業の復習をし、次回の課題を練習してくること(目安各 30-60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.ハ音記号を用いた四段合唱譜のピアノ演奏 

2.E 管・Es 管楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピアノ演

奏 

3.F 管楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピアノ演奏 

4.その他の移調楽器とそれを含む課題や室内楽曲のピア

ノ演奏 

5.古典派オーケストラ作品のピアノ演奏 

6.古典派オーケストラ作品のピアノ演奏 

7.ロマン派オーケストラ作品のピアノ演奏 

8.ロマン派オーケストラ作品のピアノ演奏 

9.フランス近代オーケストラ作品のピアノ演奏 

10.フランス近代オーケストラ作品のピアノ演奏 

11.任意のオーケストラ作品 

12.任意のオーケストラ作品 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題と発展的学習 

【事前・事後学習-後期】 

授業の復習をし、次回の課題を練習してくること(目安各 30-60 分) 

【オフィスアワー】 

メールアドレスを事務局に照会し、ご連絡下さい。 

【教材】 

Morris and Ferguson: Preparatory Exercises in Score Reading(Oxford) B03-166  

Creuzburg: Partiturspiel(Schott) C09-243, C09-244  

古典派・ロマン派を中心とした作曲家の室内楽曲・交響曲・管弦楽曲のスコアなど。詳細は授業の中で適宜指示する。 
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ピアノが弾け、各種音部記号をある程度読むことのできる学生。履修希望者が多い場合は、必修者を優先とした上で、履修制

限を設ける。作曲専攻(創作芸術)、指揮専攻必修。 

【授業の形式】 

演習及び課題の解説 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.導入① 

3.導入② 

4.導入③ 

5.バロック① 

6.バロック② 

7.バロック③ 

8.バロック④ 

9.バロック⑤ 

10.古典派① 

11.古典派② 

12.古典派③ 

13.古典派④ 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.古典派⑤ 

2.古典派⑥ 

3.ロマン派① 

4.ロマン派② 

5.ロマン派③ 

6.ロマン派④ 

7.ロマン派⑤ 

8.ロマン派⑥ 

9.ロマン派⑦ 

10.近代① 

11.近代② 

12.近代③ 

13.近代④ 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

特に設けないが、事前に申し出ること。 

t-moriyama@tohomusic.ac.jp 

 

769 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ c 

担当教員 十川 菜穂 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

スコア・リーディング初心者を対象とした授業。オーケストラのスコアをピアノで演奏する。実際の楽曲の一部を使ってハ音譜表

や移調楽器の譜表を学びながら、より複雑な音楽へと段階を追って進んでいく。学年末試験では各自が選んだオーケストラ
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770 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ d 

担当教員 久保田 千裕 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 

このクラスではスコア・リーディングを始めるための基礎的知識から取り組みます。第一歩としてまずは各種譜表に慣れることか

ら始め、小編成の室内楽へ挑戦し、最終的には規模の大きいオーケストラの読譜に挑戦していけたらと思います。ピアノの楽

器の長所を最大限生かした演奏で作品を総合的に読みとる能力を養うことを目的とします。 

【到達目標】 

オーケストラスコアを読み、瞬時に和声的響きやリズムなどを全体的に把握しながら、自分の力でピアノで表現できるようにな

る。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノが弾ける学生（ショパンのエチュードが弾けるレベル）。初見の能力は特に必要ありません。２年目以降の再履修も可能

です。履修希望者が多い場合には必修の学生の履修を優先します。作曲専攻（創作芸術）、指揮専攻必修。 

【授業の形式】 

ピアノを用いたグループレッスン及び一人ずつの実習。学生の上達度に応じて組み合わせや編成などを変更する場合もあり

ます。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 各種ハ音記号、移調楽器の特徴の紹介  

2.アルト譜表が使われている作品のピアノ演奏① （２回目

以降は基本的に弦楽二重奏、三重奏等の室内楽曲から断

片を取り出して読む練習をする。弦楽四重奏曲も扱う可能

性あり。） 

3.アルト譜表が使われている作品のピアノ演奏② 

4.アルト譜表が使われている作品のピアノ演奏③ 

5.テノール譜表が使われている作品のピアノ演奏① 

6.テノール譜表が使われている作品のピアノ演奏②  

7.ソプラノ譜表が使われている作品のピアノ演奏①  

8.ソプラノ譜表が使われている作品のピアノ演奏② 

9.Ｂ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏①（クラリネット、ホ

ルン、サックスなどの移調楽器を含む室内楽曲を扱う） 

10.Ｂ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏② 

11.Ｂ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏③ 

12.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏① 

13.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏② 

14.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏③ 

【授業展開と内容-後期】 

1.古典派の管弦楽作品のピアノ演奏① 

2.古典派の管弦楽作品のピアノ演奏② 

3.古典派の管弦楽作品のピアノ演奏③ 

4.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏① 

5.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏② 

6.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏③ 

7.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏④ 

8.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏① 

9.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏② 

10.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏③ 

11.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏④ 

12.ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏① 

13.ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏② 

14.ピアノ作品発表会 
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【オフィスアワー】 

火曜日 調布教員室にて授業前後に時間を確保いたします。 

【教材】 

室内楽曲や管弦楽曲のミニチュア版オーケストラスコアなどを扱います。資料の詳細は授業の中でその都度提示します。各種

課題等はこちらより配布いたします。 

 

771 KBS A-Ⅰ-a 

担当教員 ﾃｼｭﾈ ﾛｰﾗﾝ 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

初見奏、移調奏、暗譜、数字付低音およびアンサンブル等の実習 

【到達目標】 

ピアノを通して音楽・芸術・文化の世界を広げながら、中身の充実した音楽家になることです。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1・2 年生ピアノ、作曲（創作芸術コース）、指揮専攻で、SPⅣ以上のグレードを持つ者。 

【授業の形式】 

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.～14. 鍵盤和声・通奏低音・全調移調の練習・旋律の伴 奏付けなど 

【事前・事後学習-前期】 

授業時に指示する。 

【授業展開と内容-後期】 

1.～14. 鍵盤和声・通奏低音・全調移調の練習・旋律の伴 奏付けなど 

【事前・事後学習-後期】 

授業時に指示する。 

【オフィスアワー】 

授業前後の１０分間 調布ソルフェージュ研究室 
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770 ｽｺｱ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ d 

担当教員 久保田 千裕 講師 曜日時限 火 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 

このクラスではスコア・リーディングを始めるための基礎的知識から取り組みます。第一歩としてまずは各種譜表に慣れることか

ら始め、小編成の室内楽へ挑戦し、最終的には規模の大きいオーケストラの読譜に挑戦していけたらと思います。ピアノの楽

器の長所を最大限生かした演奏で作品を総合的に読みとる能力を養うことを目的とします。 

【到達目標】 

オーケストラスコアを読み、瞬時に和声的響きやリズムなどを全体的に把握しながら、自分の力でピアノで表現できるようにな

る。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノが弾ける学生（ショパンのエチュードが弾けるレベル）。初見の能力は特に必要ありません。２年目以降の再履修も可能

です。履修希望者が多い場合には必修の学生の履修を優先します。作曲専攻（創作芸術）、指揮専攻必修。 

【授業の形式】 

ピアノを用いたグループレッスン及び一人ずつの実習。学生の上達度に応じて組み合わせや編成などを変更する場合もあり

ます。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 各種ハ音記号、移調楽器の特徴の紹介  

2.アルト譜表が使われている作品のピアノ演奏① （２回目

以降は基本的に弦楽二重奏、三重奏等の室内楽曲から断

片を取り出して読む練習をする。弦楽四重奏曲も扱う可能

性あり。） 

3.アルト譜表が使われている作品のピアノ演奏② 

4.アルト譜表が使われている作品のピアノ演奏③ 

5.テノール譜表が使われている作品のピアノ演奏① 

6.テノール譜表が使われている作品のピアノ演奏②  

7.ソプラノ譜表が使われている作品のピアノ演奏①  

8.ソプラノ譜表が使われている作品のピアノ演奏② 

9.Ｂ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏①（クラリネット、ホ

ルン、サックスなどの移調楽器を含む室内楽曲を扱う） 

10.Ｂ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏② 

11.Ｂ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏③ 

12.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏① 

13.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏② 

14.Ａ管楽器を含む室内楽曲のピアノ演奏③ 

【授業展開と内容-後期】 

1.古典派の管弦楽作品のピアノ演奏① 

2.古典派の管弦楽作品のピアノ演奏② 

3.古典派の管弦楽作品のピアノ演奏③ 

4.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏① 

5.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏② 

6.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏③ 

7.初期ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏④ 

8.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏① 

9.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏② 

10.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏③ 

11.ロマン派の管弦楽作品のピアノ演奏④ 

12.ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏① 

13.ロマン派以降の管弦楽作品のピアノ演奏② 

14.ピアノ作品発表会 
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772 KBS A-Ⅰ-b 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

ピアニストにとって必要な、初見力、即興、伴奏付けなどを自由にできるようにさまざまな形の exercise をとおして学びます。ま

た、ピアノ曲以外の室内楽曲やオペラ、歌曲、シンフォニーなどをピアノ曲（ソロ・四手・八手等）に編曲したものを弾くことによ

っていろいろな曲に触れることを目標にしたいと思います。 

2 年目は暗譜、歌曲の伴奏の移調を中心に勉強します。即興や伴奏付け、数字付き和声も継続して行います。 

【到達目標】 

初見能力を高めること、楽譜を見ていかに脳を通し指に指令を送り音にするかをできるだけ素早く正確にできるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1・2 年生ピアノ、作曲(創作芸術コース)、指揮専攻で SPⅣ以上のグレードを持つ者 

【授業の形式】 

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.授業の概要説明 

2.数字付和声１ 

3.数字付和声２ 

4.数字付和声３ 

5.数字付和声４ 

6.数字付和声５ 

7.初見１ 

8.初見２ 

9.初見３ 

10.初見４ 

11.初見５ 

12.初見６ 

13.コードネーム１ 

14.コードネーム２ 

【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.コードネーム 3 

2.コードネーム 4 

3.コードネーム 5 

4.２声から４声までのスコアリーディング１ 

5.２声から４声までのスコアリーディング２ 

6.２声から４声までのスコアリーディング３ 

7.２声から４声までのスコアリーディング４ 

8.２声から４声までのスコアリーディング５ 

9.四声体の移調１ 

10.四声体の移調 2 

11.暗譜 1 

12.暗譜 2 

13.アンサンブル 

14.まとめ 
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【事前・事後学習-後期】 

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

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【オフィスアワー】 

月曜３限、火曜４限、金曜４限 ソルフェージュ研究室 

【教材】 

授業時に適宜配布します。 

鍵盤による数字つき和声、鍵盤和声入門、Score Reading Exercises など 

 

773 KBS A-Ⅰ-c 

担当教員 船橋 泉乃 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

「音楽家は和声と対位法の十分な知識がなくては教養ある音楽家となることはできない。というのは、これらは音楽の素材その

ものであるからである（R.O.Morris)。 

今まで培ってきたソルフェージュ力（読譜力）、和声の知識を基に、数字付低音を実際に鍵盤上で音を出しながら読むことや、

和声付け、伴奏付け、初見アンサンブルなどの実習を通して、耳、頭、手を同時に機能的に使えるようにしたい。 

【到達目標】 

初見で楽譜を読み頭の中でその音楽を構築し、鍵盤上で音にして表現できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

１・２年生ピアノ専攻、作曲専攻(創作芸術コース)、指揮専攻で SPⅣ以上のグレードを持つ者。 

【授業の形式】 

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.比較的平易なカデンツの移調奏①。鍵盤上でのクレ読み

練習。初見演奏（ソロ、連弾、2 台 Pf など、ほぼ毎回）。 

2.比較的平易なカデンツの移調奏②。四声体基本カデン

ツによる伴奏付け①。 

3.数字付鍵盤和声（三和音基本位置）。四声体基本カデン

ツによる伴奏付け②． 

4.数字付鍵盤和声（三和音第一転回①）。三声体による伴

奏付け（終止位置、それ以外の伴奏付け。Ⅴ７、Ⅰ６の用法

①）。 

5.数字付鍵盤和声（三和音第一転回②）。三声体による伴

奏付け（終止位置、それ以外の伴奏付け。Ⅴ７、Ⅰ６の用法

②）。 

6.数字付鍵盤和声（三和音第二転回①）。三声体による伴

奏付け（Bass 進行。Ⅴ６、Ⅴ４６、Ⅴ２、Ⅳ６、Ⅱ、Ⅵの用法

①）。 

7.数字付鍵盤和声（三和音第二転回②）。三声体による伴

奏付け（Bass 進行。Ⅴ６、Ⅴ４６、Ⅴ２、Ⅳ６、Ⅱ、Ⅵの用法

②）。 

8.数字き鍵盤和声（単一掛留①）。三声体による伴奏付け

（旋律と Bass 進行。Ⅴ５６、Ⅴ２、Ⅴ３４、Ⅳ６、Ⅱ、Ⅵの用法
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772 KBS A-Ⅰ-b 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

ピアニストにとって必要な、初見力、即興、伴奏付けなどを自由にできるようにさまざまな形の exercise をとおして学びます。ま

た、ピアノ曲以外の室内楽曲やオペラ、歌曲、シンフォニーなどをピアノ曲（ソロ・四手・八手等）に編曲したものを弾くことによ

っていろいろな曲に触れることを目標にしたいと思います。 

2 年目は暗譜、歌曲の伴奏の移調を中心に勉強します。即興や伴奏付け、数字付き和声も継続して行います。 

【到達目標】 

初見能力を高めること、楽譜を見ていかに脳を通し指に指令を送り音にするかをできるだけ素早く正確にできるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1・2 年生ピアノ、作曲(創作芸術コース)、指揮専攻で SPⅣ以上のグレードを持つ者 

【授業の形式】 

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.授業の概要説明 

2.数字付和声１ 

3.数字付和声２ 

4.数字付和声３ 

5.数字付和声４ 

6.数字付和声５ 

7.初見１ 

8.初見２ 

9.初見３ 

10.初見４ 

11.初見５ 

12.初見６ 

13.コードネーム１ 

14.コードネーム２ 

【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.コードネーム 3 

2.コードネーム 4 

3.コードネーム 5 

4.２声から４声までのスコアリーディング１ 

5.２声から４声までのスコアリーディング２ 

6.２声から４声までのスコアリーディング３ 

7.２声から４声までのスコアリーディング４ 

8.２声から４声までのスコアリーディング５ 

9.四声体の移調１ 

10.四声体の移調 2 

11.暗譜 1 

12.暗譜 2 

13.アンサンブル 

14.まとめ 

 

257



 258

①）。 

9.数字付鍵盤和声（単一掛留②）。三声体による伴奏付け

（旋律と Bass 進行。Ⅴ５６、Ⅴ２、Ⅴ３４、Ⅳ６、Ⅱ、Ⅵの用法

②）。 

10.数字付鍵盤和声（七の和音基本位置①）。転調する８小

節の旋律の伴奏付け①． 

11.数字付鍵盤和声（七の和音基本位置②）。転調する８小

節の旋律の伴奏付け②． 

12.数字付鍵盤和声（これまでの既習内容のまとめ）。転調

する８小節の旋律の伴奏付け③． 

13.前期学習内容のまとめ。 

14.自由な形でのアンサンブル。 

【事前・事後学習-前期】 

前回の授業内容の復習、与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.数字付き鍵盤和声（前期内容の復習）。歌曲伴奏移調

（Schubert）①。初見演奏（ソロ、連弾、2 台 Pf など、ほぼ毎

回）。 

2.数字付き鍵盤和声（七の和音第一転回①）。歌曲伴奏移

調（Schubert）②。 

3.数字付き鍵盤和声（七の和音第一転回②）。歌曲伴奏移

調（Schubert）③。 

4.数字付き鍵盤和声（七の和音第二、第三転回①）。鍵盤

上での四声体の練習（Bass 課題、Sop.課題）①。 

5.数字付き鍵盤和声（七の和音第二、第三転回②）。鍵盤

上での四声体の練習（Bass 課題、Sop.課題）②。 

6.数字付き鍵盤和声（強拍経過音、単一装飾①）。歌曲伴

奏移調④。 

7.数字付き鍵盤和声（強拍経過音、単一装飾②）。歌曲伴

奏移調⑤。 

8.数字付き鍵盤和声（強拍経過音、単一装飾③）。歌曲伴

奏移調⑥。 

9.数字付き鍵盤和声（長九、短九度、減七①）。変奏（簡単

な即興）①。 

10.数字付き鍵盤和声（長九、短九度、減七②）。変奏（簡

単な即興）②。 

11.数字付き鍵盤和声（増三和音、増六、ナポリの六①）。コ

ードネーム①。 

12.数字付き鍵盤和声（増三和音、増六、ナポリの六②）。コ

ードネーム②． 

13.後期学習内容のまとめ。 

14.自由な形でのアンサンブル。 

【事前・事後学習-後期】 

前期に同じ。 

【オフィスアワー】 

火曜日お昼休み ソルフェージュ研究室 

金曜日お昼休み ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント適宜配布。 

 

774 KBS A-Ⅰ-d 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

この授業では下記の事を大きな柱とし、キーボードでの実習を通して「ピアノ奏者にとって自然な指の形」を習得してきます。 

（1）初見奏。教材は主に「子どものための作品」を使用する。 

（2）バロック～古典期の作品を教材として、様々なカデンツの形及び数字付き和声を学ぶ。 
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（3）伴奏付けや即興を楽しむ。 

（4）連弾や 2 台ピアノによるアンサンブル。 

【到達目標】 

（1）調性と指の形が自然と一致するようになる。 

（2）楽譜から様式を読み取り、それが演奏に反映されるようになる。 

（3）アンサンブルを通し、自分の音、そして他者の音に耳を傾ける習慣を付ける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1・2 年生ピアノ専攻、作曲専攻（創作芸術）、指揮専攻で SPⅣ以上のグレードを持つ者。 

【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.オリエンテーション 

2.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

3.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

4.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

5.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

6.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

7.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

8.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

9.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

10.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

11.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

12.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

13.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

3.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

4.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

5.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

6.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

7.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

8.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

9.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

10.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

11.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

12.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

13.初見奏・カデンツ・数字付和声・ピアノアンサンブル 他 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で演習した課題をよく復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

特に設けないが、事前に申し出ること。 

t-moriyama@tohomusic.ac.jp 
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①）。 

9.数字付鍵盤和声（単一掛留②）。三声体による伴奏付け

（旋律と Bass 進行。Ⅴ５６、Ⅴ２、Ⅴ３４、Ⅳ６、Ⅱ、Ⅵの用法

②）。 

10.数字付鍵盤和声（七の和音基本位置①）。転調する８小

節の旋律の伴奏付け①． 

11.数字付鍵盤和声（七の和音基本位置②）。転調する８小

節の旋律の伴奏付け②． 

12.数字付鍵盤和声（これまでの既習内容のまとめ）。転調

する８小節の旋律の伴奏付け③． 

13.前期学習内容のまとめ。 

14.自由な形でのアンサンブル。 

【事前・事後学習-前期】 

前回の授業内容の復習、与えられた課題を実施してくること。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.数字付き鍵盤和声（前期内容の復習）。歌曲伴奏移調

（Schubert）①。初見演奏（ソロ、連弾、2 台 Pf など、ほぼ毎

回）。 

2.数字付き鍵盤和声（七の和音第一転回①）。歌曲伴奏移

調（Schubert）②。 

3.数字付き鍵盤和声（七の和音第一転回②）。歌曲伴奏移

調（Schubert）③。 

4.数字付き鍵盤和声（七の和音第二、第三転回①）。鍵盤

上での四声体の練習（Bass 課題、Sop.課題）①。 

5.数字付き鍵盤和声（七の和音第二、第三転回②）。鍵盤

上での四声体の練習（Bass 課題、Sop.課題）②。 

6.数字付き鍵盤和声（強拍経過音、単一装飾①）。歌曲伴

奏移調④。 

7.数字付き鍵盤和声（強拍経過音、単一装飾②）。歌曲伴

奏移調⑤。 

8.数字付き鍵盤和声（強拍経過音、単一装飾③）。歌曲伴

奏移調⑥。 

9.数字付き鍵盤和声（長九、短九度、減七①）。変奏（簡単

な即興）①。 

10.数字付き鍵盤和声（長九、短九度、減七②）。変奏（簡

単な即興）②。 

11.数字付き鍵盤和声（増三和音、増六、ナポリの六①）。コ

ードネーム①。 

12.数字付き鍵盤和声（増三和音、増六、ナポリの六②）。コ

ードネーム②． 

13.後期学習内容のまとめ。 

14.自由な形でのアンサンブル。 

【事前・事後学習-後期】 

前期に同じ。 

【オフィスアワー】 

火曜日お昼休み ソルフェージュ研究室 

金曜日お昼休み ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント適宜配布。 

 

774 KBS A-Ⅰ-d 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 

 

【授業の概要】 

この授業では下記の事を大きな柱とし、キーボードでの実習を通して「ピアノ奏者にとって自然な指の形」を習得してきます。 

（1）初見奏。教材は主に「子どものための作品」を使用する。 

（2）バロック～古典期の作品を教材として、様々なカデンツの形及び数字付き和声を学ぶ。 
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776 KBS A-Ⅱ-a 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 月 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に続き、ピアニストにとって必要な、初見力、即興、伴奏付けなどが自由にできるようにさまざまな形の exercise を通して

学びます。また、ピアノ曲以外の室内楽曲やオペラ、歌曲、シンフォニーなどをピアノ曲（ソロ・四手・八手等）に編曲したものを

弾くことによって、いろいろな曲に触れることを目標にしたいと思います。 

今年度は、コードネーム、通奏低音、暗譜、歌曲の伴奏の移調を中心に勉強します。 

【到達目標】 

初見力、和声力、様式の理解、スコアリーディング、即興演奏力をつける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS A-Ⅰ-a の単位を取得した者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業の概要説明 

2.バッハのコラールによる数字付和声１ 

3.バッハのコラールによる数字付和声２ 

4.バッハのコラールによる数字付和声３ 

5.バッハのコラールによる数字付和声４ 

6.バッハのコラールによる数字付和声５ 

7.バッハのコラールによる数字付和声６ 

8.コードネーム１ 

9.コードネーム２ 

10.コードネーム３ 

11.コードネーム４ 

12.コードネーム５ 

13.ジャズ演奏１ 

14.ジャズ演奏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)  

【授業展開と内容-後期】 

1.歌曲の伴奏の移調１（古典派） 

2.歌曲の伴奏の移調２（古典派） 

3.歌曲の伴奏の移調３（ロマン派） 

4.歌曲の伴奏の移調４（ロマン派） 

5.歌曲の伴奏の移調５（ロマン派） 

6.歌曲の伴奏の移調６（ロマン派） 

7.歌曲の伴奏の移調７（近代） 

8.歌曲の伴奏の移調８（近代） 

9.即興１ 

10.即興２ 

11.即興３ 

12.即興４ 

13.スコアリーディング 

14.１年を通して学んだことの確認とまとめ 

【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)  
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【オフィスアワー】 

月 3 限、火 4 限、金 4 限 ソルフェージュ研究室 

【教材】 

授業時に適宜配布します 

鍵盤による数字つき和声、鍵盤和声入門、Score Reading Exercises など 

 

777 KBS A-Ⅱ-b 

担当教員 田口 真理子 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

十人十色……ですので、今年は、そのそれぞれの軸に更に何か肉付けすることができる１年にしたい。毎回気分やコンディシ

ョンも当たり前にさまざまかと思いますが、KBS としての取り組みのなかで、少しでも何か伝える、というところまで、更に手を延

ばすことができれば、と思います。 

【到達目標】 

昨年度よりも更なる自主性を求めます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS-A-Ⅰ-b の単位を取得した者 

【授業の形式】 

ゼミ形式 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.前年度の反省 

3.初見 1 

4.初見 2 

5.スコアリーディング、数字付き和声 1 

6.スコアリーディング、数字付き和声 2 

7.スコアリーディング、数字付き和声 3 

8.初見 1 

9.初見 2 

10.アンサンブル 1 

11.アンサンブル 2 

12.コードネーム 1 

13.コードネーム 2 

14.コードネーム 3。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.初見、トレーニング 13 

2.初見、トレーニング 14 

3.初見、トレーニング 15 

4.初見、インプロビゼーション 1 

5.初見、インプロビゼーション 2 

6.初見、インプロビゼーション 3 

7.アレンジ 1 

8.アレンジ 2 
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776 KBS A-Ⅱ-a 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 月 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に続き、ピアニストにとって必要な、初見力、即興、伴奏付けなどが自由にできるようにさまざまな形の exercise を通して

学びます。また、ピアノ曲以外の室内楽曲やオペラ、歌曲、シンフォニーなどをピアノ曲（ソロ・四手・八手等）に編曲したものを

弾くことによって、いろいろな曲に触れることを目標にしたいと思います。 

今年度は、コードネーム、通奏低音、暗譜、歌曲の伴奏の移調を中心に勉強します。 

【到達目標】 

初見力、和声力、様式の理解、スコアリーディング、即興演奏力をつける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS A-Ⅰ-a の単位を取得した者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業の概要説明 

2.バッハのコラールによる数字付和声１ 

3.バッハのコラールによる数字付和声２ 

4.バッハのコラールによる数字付和声３ 

5.バッハのコラールによる数字付和声４ 

6.バッハのコラールによる数字付和声５ 

7.バッハのコラールによる数字付和声６ 

8.コードネーム１ 

9.コードネーム２ 

10.コードネーム３ 

11.コードネーム４ 

12.コードネーム５ 

13.ジャズ演奏１ 

14.ジャズ演奏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)  

【授業展開と内容-後期】 

1.歌曲の伴奏の移調１（古典派） 

2.歌曲の伴奏の移調２（古典派） 

3.歌曲の伴奏の移調３（ロマン派） 

4.歌曲の伴奏の移調４（ロマン派） 

5.歌曲の伴奏の移調５（ロマン派） 

6.歌曲の伴奏の移調６（ロマン派） 

7.歌曲の伴奏の移調７（近代） 

8.歌曲の伴奏の移調８（近代） 

9.即興１ 

10.即興２ 

11.即興３ 

12.即興４ 

13.スコアリーディング 

14.１年を通して学んだことの確認とまとめ 

【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)  
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9.初見、２台ピアノ 1 

10.初見、２台ピアノ 2 

11.初見、２台ピアノ 3 

12.リズムトレーニング 1 

13.リズムトレーニング 2 

14.課題試作。２年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

月曜日 

火曜日 

午後調布 

【教材】 

テキストは、都度配布の予定 

 

778 KBS A-Ⅱ-c 

担当教員 船橋 泉乃 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に引き続き、実際に鍵盤上で音を出しながら、和声に対する感覚を養うことに重点を置く。数字付鍵盤和声の課題で

は、ただ和音をつかむのではなく、どのような配置が流れの中で最も適切なのか、また音楽的にどのような指向性を持ってい

るのかを、耳（聴覚）、頭（思考力）、手（鍵盤上で表現する能力）を同時に機能的に使って感覚で捉えられるようにしたい。また、

初見演奏なども多く実習する予定。 

【到達目標】 

初見で楽譜を読み、頭の中でその音楽を構築し、鍵盤上で音にして表現できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度の KBSA-Ⅰ-c の単位を修得した者。 

【授業の形式】 

実習。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.数字付鍵盤和声（昨年度の復習）。簡単な即興①．初見

演奏（ソロ、連弾、２台 Pf などほぼ毎回）。 

2.数字付鍵盤和声（二重、三重掛留）①．簡単な即興②

（二部、三部形式）。 

3.数字付鍵盤和声（二重、三重掛留）②．二部、三部形式

の旋律の伴奏付け①． 

4.数字付鍵盤和声（低音中の休符）①．二部、三部形式の

旋律の伴奏付け②． 

5.数字付鍵盤和声（低音中の休符）②．二部、三部形式の

旋律の伴奏付け③． 

6.数字付鍵盤和声（フランス式数字 Challan）①。他調ドミ

ナントの和音を含む旋律の伴奏付け。 

7.数字付鍵盤和声（フランス式数字 Challan）②．他調ドミ

ナントの和音と反復進行①． 
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8.数字付鍵盤和声（フランス式数字 Challan）③．他調ドミ

ナントの和音と反復進行②． 

9.数字付鍵盤和声（J.S.Bach コラール）①．他調ドミナントの

和音と反復進行③． 

10.数字付鍵盤和声（J.S.Bach コラール）②．その他の形に

よる伴奏付け。 

11.数字付鍵盤和声（J.S.Bach コラール）③．いろいろな転

調①． 

12.数字付鍵盤和声（Purcell の作品）．いろいろな転調②． 

13.前期学習内容のまとめ。 

14.自由な形でのアンサンブル。 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で学習したことを復習、指示された課題を次回までに実施すること。（目安３０－６０分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.数字付鍵盤和声（Vivaldi の作品）①．歌曲伴奏移調

（R.Schumann)①．初見演奏（ソロ、連弾、２台 Pf などほぼ毎

回）。 

2.数字付鍵盤和声（Vivaldi の作品）②．歌曲伴奏移調②． 

3.スコア・リーディング（移調楽器を含まない小編成のもの）。 

4.スコア・リーディング（移調楽器を含む小編成の作品①）。 

5.スコア・リーディング（移調楽器を含む小編成の作品②）。

歌曲伴奏移調（Faure)③． 

6.スコア・リーディング（移調楽器を含む小編成の作品③）。

歌曲伴奏移調④． 

7.スコア・リーディング（移調楽器を含む小編成の作品④）。

歌曲伴奏移調⑤． 

8.スコア・リーディング（比較的編成の大きい作品①）。 

9.スコア・リーディング（比較的編成の大きい作品②）。 

10.スコア・リーディング（比較的編成の大きい作品③）。 

11.スコア・リーディング（比較的編成の大きい作品④）。 

12.スコア・リーディング（比較的編成の大きい作品⑤）。 

13.後期学習内容のまとめ。 

14.自由な形でのアンサンブル。 

【事前・事後学習-後期】 

前期に同じ。 

【オフィスアワー】 

火曜日 お昼休み ソルフェージュ研究室 

金曜日 お昼休み ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント適宜配布。 

 

779 KBS A-Ⅱ-d 

担当教員 沢木 良子 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

この授業では昨年学んだことをふまえて、更に上のレベルを目指して内容を掘り下げていきます。和声感やソルフェージュ力、

持っている知識を最大限に活かしながら、ピアノを演奏するのに必要な基礎能力を訓練していきます。音を追うことだけに留ま

らず、よりそのスタイルにあった奏法、自分の思い描く表現などを、ピアノ曲、連弾、2 台ピアノを始め、室内楽曲を通して古典

から近現代の広いレパートリー通して追求していきます。フレーズや音色への即座の対応などにも目を向け、音楽をより深く理

解することに大いに役立つということを実感してもらうことが目標です。可能であれば管楽器や弦楽器の学生に協力してもらい、

室内楽の初見なども取り組んでいきます。分析なども含め、譜読みのコツや、室内楽の際に必要な感覚や知識を得てもらえた

らと思います。 
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9.初見、２台ピアノ 1 

10.初見、２台ピアノ 2 

11.初見、２台ピアノ 3 

12.リズムトレーニング 1 

13.リズムトレーニング 2 

14.課題試作。２年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

月曜日 

火曜日 

午後調布 

【教材】 

テキストは、都度配布の予定 

 

778 KBS A-Ⅱ-c 

担当教員 船橋 泉乃 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に引き続き、実際に鍵盤上で音を出しながら、和声に対する感覚を養うことに重点を置く。数字付鍵盤和声の課題で

は、ただ和音をつかむのではなく、どのような配置が流れの中で最も適切なのか、また音楽的にどのような指向性を持ってい

るのかを、耳（聴覚）、頭（思考力）、手（鍵盤上で表現する能力）を同時に機能的に使って感覚で捉えられるようにしたい。また、

初見演奏なども多く実習する予定。 

【到達目標】 

初見で楽譜を読み、頭の中でその音楽を構築し、鍵盤上で音にして表現できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度の KBSA-Ⅰ-c の単位を修得した者。 

【授業の形式】 

実習。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.数字付鍵盤和声（昨年度の復習）。簡単な即興①．初見

演奏（ソロ、連弾、２台 Pf などほぼ毎回）。 

2.数字付鍵盤和声（二重、三重掛留）①．簡単な即興②

（二部、三部形式）。 

3.数字付鍵盤和声（二重、三重掛留）②．二部、三部形式

の旋律の伴奏付け①． 

4.数字付鍵盤和声（低音中の休符）①．二部、三部形式の

旋律の伴奏付け②． 

5.数字付鍵盤和声（低音中の休符）②．二部、三部形式の

旋律の伴奏付け③． 

6.数字付鍵盤和声（フランス式数字 Challan）①。他調ドミ

ナントの和音を含む旋律の伴奏付け。 

7.数字付鍵盤和声（フランス式数字 Challan）②．他調ドミ

ナントの和音と反復進行①． 
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昨年に引き続き、今年度も 2 台ピアノの曲をクラス全体で取り組みます。多少の練習を要するものですが、限られた期間でい

かに曲らしく仕上げられるかを体得するいい機会です。 

【到達目標】 

今年度の自分自身の到達点を描いてみましょう。自分の中で昨年度より理解度が深まった、苦手意識がなくなったなど進歩を

実感してください。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS A-Ⅰ-d の単位を取得した者。ピアノを使った実習形式の授業になるので、充分にピアノを弾けること。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

※発表・作品は主に伴奏付けの宿題や 2 台ピアノの課題などへの取り組みを指します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.昨年の試験の復習もふまえて、初見を中心に進めます

（含ハ音記号の曲。） 

生徒からの要望に柔軟に対応したいと思います。 

2.～13. 移調、数字付和声の実習、初見、和声付け、楽曲

分析、スコアを 4 手・８手で弾いてみる。 

14.学習のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

課題を出した際にはしっかり仕上げてくる。 復習は次週の授業までに少しでもしておくと、必ず力になります。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の感覚を取り戻しながら課題に取り組む 

2.～12. 2 台ピアノの発表など 

13.学習のまとめ① 

14.学習のまとめ② 

【事前・事後学習-後期】 

課題提出や発表はしっかり準備してきてください。 復習は毎回しておくと、しっかり整理ができると思います。 

【オフィスアワー】 

金曜日 昼休み ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント配布、楽譜、授業中に聴音して各自楽譜に書いてもらうこともあります。 

 

780 KBS A-Ⅱ-e 

担当教員 山口 恭子 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に引き続き、様々な時代やスタイルの異なる多くの作品に触れ、読譜力やそれに伴った演奏能力を磨いていきます。

今年度もピアノ作品から歌曲、室内楽、オーケストラ作品等様々な編成のスコアにも目を向けていきます。 

楽譜に描かれた世界を的確にとらえられるよう、昨年同様簡単なアナリーゼをしながら、どのような音が求められたのか、一人
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一人が考え、互いの演奏を聴き合いながら演奏の質を高めていきたいと思います。 

昨年に続いて数字付き低音や移調奏、その他小編成のスコアリーディングや伴奏付け等の実習を行います。また今年度も可

能な限り様々なスタイルの連弾や２台ピアノ作品を取り上げていきます。相手の音楽観を聴きながら、重なり合う響きに注意深

く耳を傾けて、様々な音楽を体感していきたいと思います。 

【到達目標】 

様々な実習を通して総合的な音楽能力を高め、また意欲的に楽譜を読み込み、そこで得られた解釈を演奏に活かせるように

していけたらと思います。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS A-Ⅰ-e の単位を取得した者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏付け、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

2.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

3.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

4.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

5.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

6.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

7.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

8.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

9.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

10.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコア

リーディング、連弾、２台ピアノ、他 

11.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコア

リーディング、連弾、２台ピアノ、他 

12.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコア

リーディング、連弾、２台ピアノ、他 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 

【事前・事後学習-前期】 

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

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

2.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

3.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

4.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

5.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

6.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

7.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

8.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

9.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコアリ

ーディング、連弾、２台ピアノ、他 

10.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコア

リーディング、連弾、２台ピアノ、他 
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昨年に引き続き、今年度も 2 台ピアノの曲をクラス全体で取り組みます。多少の練習を要するものですが、限られた期間でい

かに曲らしく仕上げられるかを体得するいい機会です。 

【到達目標】 

今年度の自分自身の到達点を描いてみましょう。自分の中で昨年度より理解度が深まった、苦手意識がなくなったなど進歩を

実感してください。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS A-Ⅰ-d の単位を取得した者。ピアノを使った実習形式の授業になるので、充分にピアノを弾けること。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

※発表・作品は主に伴奏付けの宿題や 2 台ピアノの課題などへの取り組みを指します。 

【授業展開と内容-前期】 

1.昨年の試験の復習もふまえて、初見を中心に進めます

（含ハ音記号の曲。） 

生徒からの要望に柔軟に対応したいと思います。 

2.～13. 移調、数字付和声の実習、初見、和声付け、楽曲

分析、スコアを 4 手・８手で弾いてみる。 

14.学習のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

課題を出した際にはしっかり仕上げてくる。 復習は次週の授業までに少しでもしておくと、必ず力になります。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の感覚を取り戻しながら課題に取り組む 

2.～12. 2 台ピアノの発表など 

13.学習のまとめ① 

14.学習のまとめ② 

【事前・事後学習-後期】 

課題提出や発表はしっかり準備してきてください。 復習は毎回しておくと、しっかり整理ができると思います。 

【オフィスアワー】 

金曜日 昼休み ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント配布、楽譜、授業中に聴音して各自楽譜に書いてもらうこともあります。 

 

780 KBS A-Ⅱ-e 

担当教員 山口 恭子 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2～3 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に引き続き、様々な時代やスタイルの異なる多くの作品に触れ、読譜力やそれに伴った演奏能力を磨いていきます。

今年度もピアノ作品から歌曲、室内楽、オーケストラ作品等様々な編成のスコアにも目を向けていきます。 

楽譜に描かれた世界を的確にとらえられるよう、昨年同様簡単なアナリーゼをしながら、どのような音が求められたのか、一人
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11.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコア

リーディング、連弾、２台ピアノ、他 

12.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコア

リーディング、連弾、２台ピアノ、他 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 

【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。 

【オフィスアワー】 

金曜 昼休み ソルフェージュ研究室 

 

782 KBS B-Ⅰ-a 

担当教員 森 円花 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年 

 

【授業の概要】 

ソロ、ピアノ連弾、２台ピアノと、ピアノを使い、数字付き低音、初見、伴奏、即興、などピアノ奏者にとって必要な力を、様々な

実習で取り組みます。 

特にピアノ以外の作品、交響曲、室内楽、オペラ、歌曲などあらゆる作品に実習を通して触れていきます。 

【到達目標】 

演奏に活かせる力、読譜力、初見力、を高めていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

3 年生のピアノ曲、作曲(創作芸術)、指揮専攻で KBS 未習者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.～13. 初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字

付き低音、その他 

14.前期のまとめ。後期の課題と準備 

【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. 初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネー

ム、暗譜、その他 

14.学習内容のまとめ。次年度の課題と準備 

【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) 
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【オフィスアワー】 

月曜日 午後から調布ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント等適宣配布 

 

783 KBS B-Ⅰ-b 

担当教員 鈴木 しのぶ 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年 

 

【授業の概要】 

読譜と演奏の結び付きについて学ぶ。 

初見奏を中心に、移調奏、暗譜、数字付き低音などを学習、連弾や 2 台ピアノなどのアンサンブルも積極的に行う。演奏スタ

イルについての知識を深めるために、いろいろな様式の作品を取り入れる。 

【到達目標】 

読譜力、表現力の向上。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

3 年生のピアノ、作曲(創作芸術)、指揮専攻で KBS 未習者 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.クラス分けオリエンテーション 

2.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

3.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

4.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

5.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

6.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

7.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

8.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

9.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

10.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

11.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

12.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

13.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

14.まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で扱った内容を参考にして各自復習を行うこと。（目安 30-60 分） 
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11.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコア

リーディング、連弾、２台ピアノ、他 

12.初見、分析、数字付き低音、移調奏、伴奏づけ、スコア

リーディング、連弾、２台ピアノ、他 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 

【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。 

【オフィスアワー】 

金曜 昼休み ソルフェージュ研究室 

 

782 KBS B-Ⅰ-a 

担当教員 森 円花 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年 

 

【授業の概要】 

ソロ、ピアノ連弾、２台ピアノと、ピアノを使い、数字付き低音、初見、伴奏、即興、などピアノ奏者にとって必要な力を、様々な

実習で取り組みます。 

特にピアノ以外の作品、交響曲、室内楽、オペラ、歌曲などあらゆる作品に実習を通して触れていきます。 

【到達目標】 

演奏に活かせる力、読譜力、初見力、を高めていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

3 年生のピアノ曲、作曲(創作芸術)、指揮専攻で KBS 未習者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.～13. 初見（連弾、2 台 8 手）、移調奏、伴奏付け、数字

付き低音、その他 

14.前期のまとめ。後期の課題と準備 

【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. 初見、即興演奏、移調奏、伴奏付け、コードネー

ム、暗譜、その他 

14.学習内容のまとめ。次年度の課題と準備 

【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) 
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【授業展開と内容-後期】 

1.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

2.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

3.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

4.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

5.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

6.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

7.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

8.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

9.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

10.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

11.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

12.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

13.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った内容を参考にして各自復習を行うこと。（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

月曜 16:00 以降。要アポイント。 

【教材】 

適宜配付 

 

784 KBS B-Ⅰ-c 

担当教員 鷹羽 弘晃 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年 

 

【授業の概要】 

ピアノの演奏を通して、音楽がより身近なものとなるために、さまざまな「ピアノ力」を学びます。 

【到達目標】 

自分で感じた音楽をピアノを使って表現できるように常に取り組む姿勢を身につけること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

3 年生のピアノ、作曲(創作芸術)、指揮専攻生で KBS 未習者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.実力調査 

2.1～13.・キーボードハーモニー（コードネームや通奏低音

にも触れる）・移調の練習・旋律の伴奏付け・暗記・初見・ス

コアリーディングなどを学生の進度に合わせて実習を行う 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

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

【授業展開と内容-後期】 

1.1～13. ・キーボードハーモニー（コードネームや通奏低

音にも触れる）・移調の練習・旋律の伴奏付け・暗記・初見・

スコアリーディングなどを学生の進度に合わせて実習を行う 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

月曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【テキスト】 

1.はじめてのソルフェージュ (5) キーボードハーモニー 舟橋 三十子 (著), 吉川 和夫 (著), 矢内 直行 (著) 1998 年 

\1,980 ISBN-10: 4117120050  

【教材】 

プリント配付 

 

785 KBS B-Ⅰ-d 

担当教員 清水 篤 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年 

 

【授業の概要】 

奏者の音楽性とは、その人の学んできた事や、物事の感じ方、知識、ソルフェージュ能力、全てが滲み出たもの、と思う。 

この授業では、これまで培ってきた様々な能力を実際の演奏に活かしていくために、より多くの楽曲に多く触れ、また実用的な

技術や知識の幅を更に拡大していく。 

楽譜から何を読み取り、どう表現するかを即座に判断し(感じて)、演奏をより魅力的にしていけるよう、様々な課題や実作品を

扱う予定。 

【到達目標】 

ピアノを通じて表現できることを多く深く知り、その幅を拡げること。 

ソルフェージュの能力とピアノの力をより現実的な側面で統合していくこと。 

また、自分の音楽上の癖や傾向を知り、良い面を深めていくこと。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大３のピアノ・作曲(創作芸術)・指揮専攻生で KBS 未習者 

【授業の形式】 

実習 
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【授業展開と内容-後期】 

1.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

2.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

3.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

4.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

5.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

6.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

7.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

8.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

9.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、そ

の他 

10.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

11.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

12.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

13.初見奏、移調奏、暗譜、数字付き低音、アンサンブル、

その他 

14.まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で扱った内容を参考にして各自復習を行うこと。（目安 30-60 分） 

【オフィスアワー】 

月曜 16:00 以降。要アポイント。 

【教材】 

適宜配付 

 

784 KBS B-Ⅰ-c 

担当教員 鷹羽 弘晃 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年 

 

【授業の概要】 

ピアノの演奏を通して、音楽がより身近なものとなるために、さまざまな「ピアノ力」を学びます。 

【到達目標】 

自分で感じた音楽をピアノを使って表現できるように常に取り組む姿勢を身につけること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

3 年生のピアノ、作曲(創作芸術)、指揮専攻生で KBS 未習者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績は試験のみによらず、出席、各自の取り組みなども考慮し多角的・総合的に勘案する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.[1〜13 回]：初見演奏、移調奏、即興演奏、変奏、コード

譜／数字付和声のリアライゼーション、伴奏付け、２台ピア

ノ他の初見を含むアンサンブル 

14.前期の振り返り、まとめ・反省、今後の課題について 

【事前・事後学習-前期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回までに疑問点を整理しておくこと。(目安３０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.[1〜13 回]：初見演奏、移調奏、即興演奏、変奏、コード

譜／数字付和声のリアライゼーション、伴奏付け、２台ピア

ノ他の初見を含むアンサンブル 

14.後期の振り返り、まとめ・反省、今後の課題について 

【事前・事後学習-後期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回までに疑問点を整理しておくこと。(目安３０分) 

【オフィスアワー】 

月曜 ５限〜 調布ソルフェージュ研究室 

火曜 授業後または５限〜 調布ソルフェージュ研究室 

【教材】 

高頻度で F.Schubert の歌曲集「美しい水車小屋の娘」を移調の課題として使用している ※出版元は何版でも可 

その都度配布するので予習の必要はないが、自習として予見することは大いに歓迎する。 

 

781 KBS B-Ⅰ-e 

担当教員 田口 真理子 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

２年間あります。 

演奏するとき、音楽をするとき、一度に沢山のことを同時に考えながら動作しながら、時間が経過しているかと思います。 

１年目は、自分の中のそういった部分が今どんな感じなのかに着目して、切り取ってみたり整理してみることを試みて、初見や

アンサンブルを通して、演奏をするときのバランス感覚を考える機会になればと思います。 

【到達目標】 

基礎的なことの理解を深めること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

3 年生のピアノ・作曲(創作芸術)・指揮専攻で KBS 未習者。 

【授業の形式】 

ゼミ形式 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.初見、エクササイズ 1 

3.初見、エクササイズ 2 

4.初見、エクササイズ 3 

5.初見、エクササイズ 4 

6.初見、伴奏付け 1 

7.初見、伴奏付け 2 

8.初見、伴奏付け 3 

9.初見、簡単なアンサンブル 1 

10.初見、簡単なアンサンブル 2 

11.初見、簡単なアンサンブル 3 

12.伴奏付けの発展、数字付き和声 1 

13.伴奏付けの発展、数字付き和声 2 

14.伴奏付けの発展、数字付き和声 3。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.初見、移調 1 

2.初見、移調 2 

3.初見、アンサンブル 1 

4.初見、アンサンブル 2 

5.初見、アンサンブル 3 

6.初見、アンサンブル 4 

7.初見、作曲 1 

8.初見、作曲 2 

9.初見、数字付き和声 1 

10.初見、数字付き和声 2 

11.初見、数字付き和声 3 

12.初見、数字付き和声 4 

13.２台ピアノ 1 

14.２台ピアノ 2。１年のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

月曜日 

火曜日 

午後調布 

 

786 KBS B-Ⅱ-a 

担当教員 築田 佳奈 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に引き続き、ピアノを使って初見、移調、暗譜、伴奏付け、連弾、２台ピアノなどのアンサンブルの実習を行います。 

即興演奏やスコアリーディングにも引き続き取り組み、さらなるスキルアップを目指します。 

【到達目標】 

じっくり読譜し準備して演奏する事に対して、短時間でいかに楽譜から多くの事を読み解き、それらしく曲を仕上げて演奏する

事ができるか。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○  ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績は試験のみによらず、出席、各自の取り組みなども考慮し多角的・総合的に勘案する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.[1〜13 回]：初見演奏、移調奏、即興演奏、変奏、コード

譜／数字付和声のリアライゼーション、伴奏付け、２台ピア

ノ他の初見を含むアンサンブル 

14.前期の振り返り、まとめ・反省、今後の課題について 

【事前・事後学習-前期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回までに疑問点を整理しておくこと。(目安３０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.[1〜13 回]：初見演奏、移調奏、即興演奏、変奏、コード

譜／数字付和声のリアライゼーション、伴奏付け、２台ピア

ノ他の初見を含むアンサンブル 

14.後期の振り返り、まとめ・反省、今後の課題について 

【事前・事後学習-後期】 

授業を振り返り、技術改善の課題をまとめる。次回までに疑問点を整理しておくこと。(目安３０分) 

【オフィスアワー】 

月曜 ５限〜 調布ソルフェージュ研究室 

火曜 授業後または５限〜 調布ソルフェージュ研究室 

【教材】 

高頻度で F.Schubert の歌曲集「美しい水車小屋の娘」を移調の課題として使用している ※出版元は何版でも可 

その都度配布するので予習の必要はないが、自習として予見することは大いに歓迎する。 

 

781 KBS B-Ⅰ-e 

担当教員 田口 真理子 講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

２年間あります。 

演奏するとき、音楽をするとき、一度に沢山のことを同時に考えながら動作しながら、時間が経過しているかと思います。 

１年目は、自分の中のそういった部分が今どんな感じなのかに着目して、切り取ってみたり整理してみることを試みて、初見や

アンサンブルを通して、演奏をするときのバランス感覚を考える機会になればと思います。 

【到達目標】 

基礎的なことの理解を深めること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

3 年生のピアノ・作曲(創作芸術)・指揮専攻で KBS 未習者。 

【授業の形式】 

ゼミ形式 
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今後に繋げられる、瞬発力と実践力を養いましょう。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-a の単位を取得した者。 

【授業の形式】 

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.昨年度の復習 1 

2.昨年度の復習 2 

3.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

4.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

5.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

6.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

7.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

8.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

9.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

10.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

11.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

12.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

13.前期学習のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 

【事前・事後学習-前期】 

授業内に指示した課題を予習し、毎回授業で扱った課題は自宅などで復習すること。（目安 30-60 分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

3.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

4.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

5.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

6.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

7.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

8.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

9.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

10.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

11.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

12.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

13.後期学習のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 

【事前・事後学習-後期】 

授業内に指示した課題を予習し、毎回授業で扱った課題は自宅などで復習すること。（目安 30-60 分程度） 

【オフィスアワー】 

金曜日 12:00〜12:40  ソルフェージュ研究室 

【教材】 
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プリント等、適宜配布 

 

787 KBS B-Ⅱ-b 

担当教員 山口 恭子 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

昨年度に引き続き、ピアノを通して様々な実習に取り組みます。今年度も初見を始めとして、数字付き低音や移調奏、小編成

のスコアリーディング、伴奏付け等を行います。 

読譜力を養えるよう今年も各自が簡単なアナリーゼをしながら、ピアノ曲から室内楽曲、オーケストラも含めて様々な作品に触

れ、また可能な限り連弾や２台ピアノ作品を取り上げていきます。 

楽譜を少しずつ読み込みながら、そこにはどのような世界が展開されているのか、作曲家が求めた音を一人一人が考察しな

がら、演奏につなげていきたいと思います。 

【到達目標】 

昨年学んだ内容を踏まえて、和声や理論、ソルフェージュの力をピアノを通して実践的に高め、様々なスタイルの作品に臆す

る事なく対応できる力を養っていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-b の単位を取得した者 

【授業の形式】 

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.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

 

2.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

3.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

4.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

5.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

6.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

7.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

8.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

9.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

10.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

11.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

12.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 
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今後に繋げられる、瞬発力と実践力を養いましょう。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-a の単位を取得した者。 

【授業の形式】 

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.昨年度の復習 1 

2.昨年度の復習 2 

3.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

4.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

5.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

6.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

7.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

8.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

9.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

10.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

11.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

12.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

13.前期学習のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 

【事前・事後学習-前期】 

授業内に指示した課題を予習し、毎回授業で扱った課題は自宅などで復習すること。（目安 30-60 分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習 

2.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

3.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

4.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

5.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

6.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

7.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

8.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

9.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アンサ

ンブル、即興演奏、その他 

10.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

11.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

12.初見、移調、暗譜、伴奏付け、スコアリーディング、アン

サンブル、即興演奏、その他 

13.後期学習のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 

【事前・事後学習-後期】 

授業内に指示した課題を予習し、毎回授業で扱った課題は自宅などで復習すること。（目安 30-60 分程度） 

【オフィスアワー】 

金曜日 12:00〜12:40  ソルフェージュ研究室 

【教材】 
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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。 

【授業展開と内容-後期】 

1.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

2.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

3.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

4.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

5.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

6.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

7.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

8.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

9.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

10.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

11.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

12.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 

【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。 

【オフィスアワー】 

金曜日 昼休み ソルフェージュ研究室 

 

788 KBS B-Ⅱ-c 

担当教員 百武 眞弓 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

前年度に引き続き、様々な様式による作品を取り上げ、鍵盤上で和声を理解しつつ、表現をより深める力を身につけることを

目標とします。 

数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初見奏、暗譜などの実習とともに、連弾、2 台ピアノなどの曲にも取り組

み、アンサンブルの能力も向上させることを目指します。 

【到達目標】 

①旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏の習熟 

②よく聴き、バランスを考えながらアンサンブルをできるようにする 

③様々な編成の楽譜を読み取り、表現できるようにする 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-c の単位を取得した者 
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【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.オリエンテーション 

2.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

3.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

4.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

5.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

6.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

7.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

8.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

9.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

10.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

11.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

12.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

13.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、その他 

14.前期の学習内容のまとめ 

 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で学習した内容を復習すること。（目安 30～60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

2.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

3.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

4.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

5.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

6.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

7.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

8.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

9.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

10.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 
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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。 

【授業展開と内容-後期】 

1.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

2.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

3.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

4.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

5.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

6.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

7.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

8.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

9.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

10.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

11.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

12.初見、数字付き低音、移調奏、スコアリーディング、分析、

伴奏付け、連弾、２台ピアノ、他 

13.学習内容のまとめ 

14.今後の課題とその学習方法 

【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。 

【オフィスアワー】 

金曜日 昼休み ソルフェージュ研究室 

 

788 KBS B-Ⅱ-c 

担当教員 百武 眞弓 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

前年度に引き続き、様々な様式による作品を取り上げ、鍵盤上で和声を理解しつつ、表現をより深める力を身につけることを

目標とします。 

数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初見奏、暗譜などの実習とともに、連弾、2 台ピアノなどの曲にも取り組

み、アンサンブルの能力も向上させることを目指します。 

【到達目標】 

①旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏の習熟 

②よく聴き、バランスを考えながらアンサンブルをできるようにする 

③様々な編成の楽譜を読み取り、表現できるようにする 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-c の単位を取得した者 
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コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

11.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

12.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

13.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

14.1 年間の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

学習した内容を復習すること。授業内で指示した課題を実施してくること。（目安各 30～60 分） 

【オフィスアワー】 

金曜日お昼休み ソルフェージュ研究室 

【教材】 

主にプリント配付 

 

789 KBS B-Ⅱ-d 

担当教員 加藤 千春 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

昨年に引き続き、様々な和音進行を覚え、伴奏付けや移調、初見等の演奏に役立つ和声感を身につけることを目標にしてほ

しいと思います。 

授業はゆっくり進めるので、それぞれがチャレンジ精神を持って取り組んでほしいと望みます。 

【到達目標】 

属七の和音からの解決を、より自然に弾けるようにしましょう。それにより、楽曲中のフレーズの中に緩急を見つけられるように

してほしいと願います。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-d を受講した学生。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.昨年度の復習 1 

2.復習 2 

3.カデンツの組み合わせによる演奏、伴奏付け、即興 

4.カデンツの組み合わせによる演奏、伴奏付け、即興 

5.カデンツの組み合わせによる演奏、伴奏付け、即興 

6.数字付き低音の取り組み。移調、初見。 

7.数字付き低音の取り組み。移調、初見 

8.数字付き低音の取り組み。移調、初見 
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9.数字付き低音の取り組み。移調、初見 

10.数字付き低音の取り組み。移調、初見 

11.カデンツと数字付き低音のまとめ。 

12.カデンツと数字付き低音のまとめ。 

13.カデンツと数字付き低音のまとめ。 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で出す課題は必ず各自で復習すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.コードネームを読む。弾く。書く 

2.コードネームを読む。弾く。書く 

3.コードネームを読む。弾く。書く 

4.コードネームを読む。弾く。書く 

5.アンサンブルの取り組み 

6.アンサンブルの取り組み 

7.アンサンブルの取り組み 

8.アンサンブルの取り組み 

9.スコアリーディング。 

10.スコアリーディング。 

11.初見と即興演奏。変奏。 

12.初見と即興演奏。変奏。 

13.初見と即興演奏。変奏。 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業で出す課題は必ず各自で復習すること。 

【オフィスアワー】 

金曜授業前後に時間を確保します。 

 

791 SPⅢa 

担当教員 岡島 礼 講師 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

これまでの学習内容を発展させ、視唱、読譜、聴音、アナリーゼ等を通して、より深く実践に結びついたソルフェージュ能力を

養う。 

【到達目標】 

正確な読譜能力、総合理解力を身につける。 

SPIV レベルへの到達を目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年 A コース生で SPIIIa を指定されたもの 

【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.ガイダンスとレベルチェック 

2.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

3.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン
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コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

11.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

12.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

13.数字付き和声、旋律の和声付け・伴奏付け、移調奏、初

見奏、暗譜、スコアリーディング、アンサンブル、 

コードネーム、即興演奏、変奏、カノンなどの多声的楽曲、

その他 

14.1 年間の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

学習した内容を復習すること。授業内で指示した課題を実施してくること。（目安各 30～60 分） 

【オフィスアワー】 

金曜日お昼休み ソルフェージュ研究室 

【教材】 

主にプリント配付 

 

789 KBS B-Ⅱ-d 

担当教員 加藤 千春 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 4 年 

 

【授業の概要】 

昨年に引き続き、様々な和音進行を覚え、伴奏付けや移調、初見等の演奏に役立つ和声感を身につけることを目標にしてほ

しいと思います。 

授業はゆっくり進めるので、それぞれがチャレンジ精神を持って取り組んでほしいと望みます。 

【到達目標】 

属七の和音からの解決を、より自然に弾けるようにしましょう。それにより、楽曲中のフレーズの中に緩急を見つけられるように

してほしいと願います。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

昨年度 KBS B-Ⅰ-d を受講した学生。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.昨年度の復習 1 

2.復習 2 

3.カデンツの組み合わせによる演奏、伴奏付け、即興 

4.カデンツの組み合わせによる演奏、伴奏付け、即興 

5.カデンツの組み合わせによる演奏、伴奏付け、即興 

6.数字付き低音の取り組み。移調、初見。 

7.数字付き低音の取り組み。移調、初見 

8.数字付き低音の取り組み。移調、初見 
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グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

4.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

5.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

6.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

7.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

8.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

9.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

10.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

11.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

12.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

13.学習のまとめ 

14.課題の解説及び今後の課題とその学習方法 

【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) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習と確認及び後期ガイダンス 

2.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

3.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

4.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

5.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

6.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

7.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

8.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

9.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

10.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

11.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

12.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

13.学習の総まとめ 

14.課題の解説及び今後の課題とその学習方法 

【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) 

【オフィスアワー】 

火曜日  調布ソルフェージュ研究室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリント等適宜配布 

 

792 SPⅢb 

担当教員 五十嵐 琴未 講師 曜日時限 月 3 時限 

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

ソルフェージュの基礎的な能力向上と、応用、発展させていく事を目的とする。音楽を立体的に捉えられるようになるために、

様々な角度から学習を行う。 

【到達目標】 

SPⅢのレベルに合わせた到達度テストの合格を目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅢを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.現時点でのソルフェージュ力の確認 

2.基礎的な聴音課題、リズム練習 

3.基礎的な聴音課題、リズム練習 

4.基礎的な聴音課題、リズム練習 

5.基礎的な聴音課題、リズム練習 

6.基礎的な聴音課題、ハ音記号の読譜練習 

7.基礎的な聴音課題、ハ音記号の読譜練習 

8.基礎的な聴音課題、ハ音記号の読譜練習 

9.基礎的な聴音課題、ハ音記号の読譜練習 

10.基礎的な聴音課題、弾き歌い練習 

11.基礎的な聴音課題、弾き歌い練習 

12.基礎的な聴音課題、弾き歌い練習 

13.基礎的な聴音課題、弾き歌い練習 

14.基礎的な聴音課題、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.現時点でのソルフェージュ力の確認 

2.発展的な聴音課題、移調楽器の読譜練習 

3.発展的な聴音課題、移調楽器の読譜練習 

4.発展的な聴音課題、移調楽器の読譜練習 

5.発展的な聴音課題、移調楽器の読譜練習 

6.発展的な聴音課題、これまで学習した内容の応用課題 

7.発展的な聴音課題、これまで学習した内容の応用課題 

8.発展的な聴音課題、これまで学習した内容の応用課題 

9.発展的な聴音課題、これまで学習した内容の応用課題 

10.発展的な聴音課題、これまで学習した内容の応用課題 

11.発展的な聴音課題、これまで学習した内容の応用課題 

12.発展的な聴音課題、これまで学習した内容の応用課題 

13.発展的な聴音課題、これまで学習した内容の応用課題 

14.発展的な聴音課題、一年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

月曜日 11 時〜11 時 50 分 ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント配布 
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グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

4.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

5.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

6.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

7.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

8.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

9.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。 

10.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

11.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

12.基本的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

13.学習のまとめ 

14.課題の解説及び今後の課題とその学習方法 

【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) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の復習と確認及び後期ガイダンス 

2.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

3.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

4.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

5.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

6.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

7.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

8.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

9.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディン

グ、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

10.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

11.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

12.発展的な聴音、初見(視唱、弾き歌い)、スコア・リーディ

ング、アンサンブル、即興演奏、伴奏付け、移調奏など。  

13.学習の総まとめ 

14.課題の解説及び今後の課題とその学習方法 

【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) 

【オフィスアワー】 

火曜日  調布ソルフェージュ研究室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリント等適宜配布 

 

792 SPⅢb 

担当教員 五十嵐 琴未 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 
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