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793 SPⅢc 

担当教員 塩崎 美幸 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

弱点を補強し、基礎を固めつつ発展的な内容につなげていきます。 

聴音（旋律・和声・聴奏・聴唱・piano以外の楽器によるものなど）初見（視唱・リズム・弾き歌い・専攻楽器奏・アンサンブルなど） 

また各自の様子を見ながら、移調奏、スコアリーディング、伴奏づけ、簡単な即興演奏、課題作成など、様々な実践を取り入れ

ていく予定です。 

【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します 。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で、SPⅢを指定された方 

【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.第 1 回〜第 5 回  実力チェック期間（みなさんの状況を

把握します) 

6.第 6 回〜第 13 回  聴音、初見を中心に行う。様子を見

ながら、移調奏、スコアリーディング、伴奏づけ、簡単な即

興演奏、課題作成なども行っていく。 

随時、小テスト等行う。 

14.前期のまとめ、到達度チェック 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回〜第 2 回  前期の復習 

3.前期第 6 回〜第 13 回に準ずる。  

14.試験・まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

火曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 
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794 SPⅢd 

担当教員 塚田 眞理 講師 曜日時限 木 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

これまでに培ってきたソルフェージュ力をさらに向上させていきます。様々な時代・様式の楽曲に出来る限り触れながら、音

感・読譜力・表現力をバランスよく養っていきます。それぞれが何かを掴み、実際の演奏に繫げて欲しいと思います。受講生の

顔ぶれによっては、授業展開と内容が変わることもありますが、皆さんの希望も取り入れながら最終的に決めていきます。 

【到達目標】 

・ハ音記号、移調楽器などいろいろな楽譜に慣れる。 

・聴く力、初見力、分析力を今より上げる。 

・調性感、和声感、フレーズ感、リズム感を養い、音楽を構築することに結び付ける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅢを指定された者。 

【授業の形式】 

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.ガイダンスと個々の能力の確認 

2.基本的な聴音課題とリズム練習、歌曲や合唱曲を用いた

演習 

3.基本的な聴音課題とリズム練習、歌曲や合唱曲を用いた

演習 

4.基本的な聴音課題とリズム練習、歌曲や合唱曲を用いた

演習 

5.基本的な聴音課題とリズム練習、歌曲や合唱曲を用いた

演習 

6.発展的な聴音課題、リズムアンサンブル、ハ音記号によ

る読譜と演習 

7.発展的な聴音課題、リズムアンサンブル、ハ音記号によ

る読譜と演習 

8.発展的な聴音課題、リズムアンサンブル、ハ音記号によ

る読譜と演習 

9.発展的な聴音課題、リズムアンサンブル、ハ音記号によ

る読譜と演習 

10.いろいろなスタイルの課題、簡単な創作・即興による発

表、ハ音記号と移調楽器による読譜と演習 

11.いろいろなスタイルの課題、簡単な創作・即興による発

表、ハ音記号と移調楽器による読譜と演習 

12.いろいろなスタイルの課題、簡単な創作・即興による発

表、ハ音記号と移調楽器による読譜と演習 

13.いろいろなスタイルの課題、簡単な創作・即興による発

表、ハ音記号と移調楽器による読譜と演習 

14.前期の学習内容のまとめ。 

【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.前期の復習と後期の学習方法について 

2.～13. 前期に準ずる 

14.一年間の学習内容のまとめ。 
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793 SPⅢc 

担当教員 塩崎 美幸 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

弱点を補強し、基礎を固めつつ発展的な内容につなげていきます。 

聴音（旋律・和声・聴奏・聴唱・piano以外の楽器によるものなど）初見（視唱・リズム・弾き歌い・専攻楽器奏・アンサンブルなど） 

また各自の様子を見ながら、移調奏、スコアリーディング、伴奏づけ、簡単な即興演奏、課題作成など、様々な実践を取り入れ

ていく予定です。 

【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します 。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で、SPⅢを指定された方 

【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.第 1 回〜第 5 回  実力チェック期間（みなさんの状況を

把握します) 

6.第 6 回〜第 13 回  聴音、初見を中心に行う。様子を見

ながら、移調奏、スコアリーディング、伴奏づけ、簡単な即

興演奏、課題作成なども行っていく。 

随時、小テスト等行う。 

14.前期のまとめ、到達度チェック 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回〜第 2 回  前期の復習 

3.前期第 6 回〜第 13 回に準ずる。  

14.試験・まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

火曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 
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【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】 

木曜日、  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリント配布 

 

795 SPⅢe 

担当教員 井澤 岳野 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

ソルフェージュの基本的な能力を身に付け、今日あらゆる場で行われる音楽現象をなるべく視野に取り入れた授業をしていき

たい。ポピュラー音楽や民族音楽など、ジャンルにとらわれず、看取できる耳を育成する。 

【到達目標】 

音感の基礎を身に付けること。実技に生かせる技術を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で 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.メロディ聴音を重点的に 

2.メロディ聴音を重点的に 

3.メロディ聴音を重点的に 

4.メロディ聴音を重点的に 

5.ハーモニー聴音を重点的に 

6.ハーモニー聴音を重点的に 

7.ハーモニー聴音を重点的に 

8.ハーモニー聴音を重点的に 

9.ソルフェージュを重点的に 

10.ソルフェージュを重点的に 

11.ソルフェージュを重点的に 

12.ソルフェージュを重点的に 

13.ソルフェージュを重点的に 

14.ソルフェージュを重点的に 

【事前・事後学習-前期】 

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

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。また、基本的な力を身につけるよう努めて下さい。(目安

各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.～14. 実際的な聴音（CD コピーなど） 
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【事前・事後学習-後期】 

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

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。また、実践に向け使えるスキルを身につけるよう励んで

下さい。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

火曜の授業時間前後に時間を確保します。 

【教材】 

特になし 

 

796 SPⅢf 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

聴音や視唱を中心に確実に音感をつけていくことを目標にする。予習の必要はないが、ソルフェージュ能力の向上を目指す

人は復習を必ずすること。 

【到達目標】 

自分の弱点（和声力、読譜力等）を発見し、少しでも実力を向上させること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で 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.授業の概要説明、小テスト 

2.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、ソ

プラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 1 

3.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、ソ

プラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 2 

4.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、ソ

プラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 3 

5.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、ソ

プラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 4 

6.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、ソ

プラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 5 

7.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、ソ

プラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 6 

8.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、ソ

プラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 7 

9.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、ソ

プラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 8 

10.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、

ソプラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 9 

11.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、

ソプラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 10 

12.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、

ソプラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 11 

13.音程、和音の響き、リズムに重点を置いた課題の実習、
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【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

木曜日、  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリント配布 

 

795 SPⅢe 

担当教員 井澤 岳野 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

ソルフェージュの基本的な能力を身に付け、今日あらゆる場で行われる音楽現象をなるべく視野に取り入れた授業をしていき

たい。ポピュラー音楽や民族音楽など、ジャンルにとらわれず、看取できる耳を育成する。 

【到達目標】 

音感の基礎を身に付けること。実技に生かせる技術を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で 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.メロディ聴音を重点的に 

2.メロディ聴音を重点的に 

3.メロディ聴音を重点的に 

4.メロディ聴音を重点的に 

5.ハーモニー聴音を重点的に 

6.ハーモニー聴音を重点的に 

7.ハーモニー聴音を重点的に 

8.ハーモニー聴音を重点的に 

9.ソルフェージュを重点的に 

10.ソルフェージュを重点的に 

11.ソルフェージュを重点的に 

12.ソルフェージュを重点的に 

13.ソルフェージュを重点的に 

14.ソルフェージュを重点的に 

【事前・事後学習-前期】 

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

指定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。また、基本的な力を身につけるよう努めて下さい。(目安

各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.～14. 実際的な聴音（CD コピーなど） 
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ソプラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 12 14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で出す課題等によって復習を行うこと。（目安 60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の授業内容を発展させた課題の実習 1。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

2.前期の授業内容を発展させた課題の実習 2。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

3.前期の授業内容を発展させた課題の実習 3。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

4.前期の授業内容を発展させた課題の実習 4。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

5.前期の授業内容を発展させた課題の実習 5。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

6.前期の授業内容を発展させた課題の実習 6。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

7.前期の授業内容を発展させた課題の実習 7。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

8.前期の授業内容を発展させた課題の実習 8。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

9.前期の授業内容を発展させた課題の実習 9。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

10.前期の授業内容を発展させた課題の実習 10。実作品

の聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読

む。 

11.前期の授業内容を発展させた課題の実習 11。実作品

の聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読

む。 

12.前期の授業内容を発展させた課題の実習 12。実作品

の聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読

む。 

13.前期の授業内容を発展させた課題の実習 13。実作品

の聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読

む。 

14.後期のまとめ 

【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。（目安 60 分） 

【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 

 

797 SPⅣa 

担当教員 船橋 泉乃 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】 

今まで培ってきたソルフェージュ力を生かし、実作品も用いながら感覚的な観点から音楽理解、表現へと結びつけていきたい。 

主にロマン派、近現代の和声、リズムを取り上げる予定。 

【到達目標】 

スコアを読んで自分の中で音楽を構築できるようにする。 

聴いた音楽を適切な形で譜面にすることができるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年 A コース生で SPⅣa を指定された者。 
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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.年間予定説明。ソルフェージュ力確認のための書き取り

テスト。アンケート。 

2.前回課題内容の復習。 

音を出さずに楽譜を読み、全体像を掴む①, 

3.音を出さずに楽譜を読み、全体像を掴む②。 

4.音を出さずに楽譜を読み、全体像を掴む③。 

5.遠隔調への転調(エンハーモニック転調)①。 

6.遠隔調への転調②。 

7.遠隔調への転調③。 

8.弾き歌い、リズム打ち課題の実習①。 

9.弾き歌い、リズム打ち課題の実習②。 

10.弾き歌い、リズム打ち課題の実習③。 

11.ソルフェージュ力確認のための書き取り課題の実習。 

12.前期授業のまとめ(ディクテーションを中心に)。 

13.前期授業内容のまとめ(視唱、弾き歌いを中心に)。 

14.前回課題の解説。アンサンブル。 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で実習した内容を復習すること。(特に授業中にできなかったものは必ず自分で歌う、ピアノで弾くなどして反復するこ

と。)目安 30〜60 分。 

【授業展開と内容-後期】 

1.音を出さずに楽譜を読み、具体的な音を頭の中でイメー

ジする①。(前期内容の発展的課題) 

2.音を出さずに楽譜を読み、具体的な音を頭の中でイメー

ジする②。 

3.音を出さずに楽譜を読み、具体的な音を頭の中でイメー

ジする③。 

4.混合拍子、変拍子を含む課題①。 

5.混合拍子、変拍子を含む課題②。 

6.無調の課題①。 

7.無調の課題②。 

8.弾き歌い、リズム打ちの課題①。 

9.弾き歌い、リズム打ちの課題②。 

10.弾き歌い、リズム打ちの課題③。 

11.ソルフェージュ力確認のための書き取り課題の実習。 

12.後期授業内容のまとめ(ディクテーションを中心に)。 

13.後期授業内容のまとめ(視唱、弾き歌いを中心に)。 

14.前回課題の解説。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。 

 

798 SPⅣb 

担当教員 森山 智宏 准教授 曜日時限 火 1 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 
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ソプラノ・アルト・テノール記号などのクレ読み入門 12 14.前期のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業で出す課題等によって復習を行うこと。（目安 60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の授業内容を発展させた課題の実習 1。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

2.前期の授業内容を発展させた課題の実習 2。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

3.前期の授業内容を発展させた課題の実習 3。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

4.前期の授業内容を発展させた課題の実習 4。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

5.前期の授業内容を発展させた課題の実習 5。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

6.前期の授業内容を発展させた課題の実習 6。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

7.前期の授業内容を発展させた課題の実習 7。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

8.前期の授業内容を発展させた課題の実習 8。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

9.前期の授業内容を発展させた課題の実習 9。実作品の

聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読む。 

10.前期の授業内容を発展させた課題の実習 10。実作品

の聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読

む。 

11.前期の授業内容を発展させた課題の実習 11。実作品

の聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読

む。 

12.前期の授業内容を発展させた課題の実習 12。実作品

の聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読

む。 

13.前期の授業内容を発展させた課題の実習 13。実作品

の聴音や視唱。クレ読みだけでなく移調楽器のスコアを読

む。 

14.後期のまとめ 

【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。（目安 60 分） 

【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 

 

797 SPⅣa 

担当教員 船橋 泉乃 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】 

今まで培ってきたソルフェージュ力を生かし、実作品も用いながら感覚的な観点から音楽理解、表現へと結びつけていきたい。 

主にロマン派、近現代の和声、リズムを取り上げる予定。 

【到達目標】 

スコアを読んで自分の中で音楽を構築できるようにする。 

聴いた音楽を適切な形で譜面にすることができるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年 A コース生で SPⅣa を指定された者。 
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【授業の概要】 

この授業では下記の事を大きな柱とし、ソルフェージュを通して「西洋音楽のことば」を習得していきます。 

（1）J.S.Bach の作品からポリフォニーを学ぶ。 

（2）時代様式に即したハーモニーを学ぶ。 

（3）音楽の中にある「数」を意識し、知覚できるようになる 

【到達目標】 

（1）授業終了時にグレード 4 程度の課題がある程度できるようになる。 

（2）楽譜を多角的に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】 

大学 B コース生で SPⅣb を指定された者。 

【授業の形式】 

演習と課題の解説。 

【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.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

3.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

4.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

5.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

6.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

7.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

8.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

9.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

10.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

11.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

12.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

13.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

14.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で扱った課題を自宅で復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

2.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

3.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

4.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

5.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

6.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

7.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

8.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

9.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

10.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

11.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

12.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

13.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で扱った課題を自宅で復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に設けないが、事前に連絡すること。t-moriyama@tohomusic.ac.jp 
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799 SPⅣc 

担当教員 大橋 浩子 教授 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

オーソドックスなハーモニー聴音、メロディ聴音、クレ読み、リズム唱、リズム奏を中心に、音楽力アップを目指します。 

【到達目標】 

自分の弱点（和声力、読譜力等）を発見し、少しでも実力を向上させること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅣを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.1 年間にどういうことを学ぶかのイントロダクション 

2.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、ソプラノ

記号の視唱 1 

3.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、ソプラノ

記号の視唱 2 

4.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、アルト

記号の視唱 1 

5.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、アルト

記号の視唱 2 

6.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、テノー

ル記号の視唱 1 

7.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、テノー

ル記号の視唱 2 

8.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、メゾソプ

ラノ記号の視唱 1 

9.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、メゾソプ

ラノ記号の視唱 2 

10.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、バリト

ン記号の視唱 1 

11.基本的なハーモニー聴音、メロディ聴音、リズム、バリト

ン記号の視唱 2 

12.3 声から 6 声までの聴音 1、様々な記号による視唱 1 

13.3 声から 6 声までの聴音 1、様々な記号による視唱 2 

14.前期のまとめと確認 

【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.実作品による聴音 1、発展的なクレ読み 1 

2.実作品による聴音 2、発展的なクレ読み 2 

3.実作品による聴音 3、発展的なクレ読み 3 

4.実作品による聴音 4、発展的なクレ読み 4 

5.実作品による聴音 5、発展的なクレ読み 5 

6.実作品による聴音 6、発展的なクレ読み 6 

7.実作品による聴音 7、発展的なクレ読み 7 

8.実作品による聴音 8、発展的なクレ読み 8 

9.弾きながら、歌いながら、聴音をする 1 

10.弾きながら、歌いながら、聴音をする 2 

11.弾きながら、歌いながら、聴音をする 3 

12.リズムアンサンブル 1 

13.リズムアンサンブル 2 

14.1 年間学んだことの確認とまとめ 
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【授業の概要】 

この授業では下記の事を大きな柱とし、ソルフェージュを通して「西洋音楽のことば」を習得していきます。 

（1）J.S.Bach の作品からポリフォニーを学ぶ。 

（2）時代様式に即したハーモニーを学ぶ。 

（3）音楽の中にある「数」を意識し、知覚できるようになる 

【到達目標】 

（1）授業終了時にグレード 4 程度の課題がある程度できるようになる。 

（2）楽譜を多角的に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】 

大学 B コース生で SPⅣb を指定された者。 

【授業の形式】 

演習と課題の解説。 

【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.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

3.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

4.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

5.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

6.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

7.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

8.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

9.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

10.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

11.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

12.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

13.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

14.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で扱った課題を自宅で復習すること。（目安 30 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

2.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

3.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

4.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

5.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

6.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

7.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

8.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

9.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

10.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

11.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

12.視唱、J.S.Bach の作品、リズムアンサンブル 他 

13.視唱、時代様式に即した和声、リズムアンサンブル 他 

14.1 年間のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で扱った課題を自宅で復習すること。（目安 30 分） 

【オフィスアワー】 

オフィスアワーは特に設けないが、事前に連絡すること。t-moriyama@tohomusic.ac.jp 
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順番は多少前後しますが、このような内容で授業をします。 

【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 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。 

 

800 SPⅣd 

担当教員 塩崎 美幸 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】 

これまで身につけた力を、さらに発展させ高めていくためのトレーニングを行う。 

聴音（旋律・和声・聴奏・聴唱・piano以外の楽器によるものなど）初見（視唱・リズム・弾き歌い・専攻楽器奏・アンサンブルなど）

に加え、多角的に音楽を捉えていけるよう、移調奏、スコアリーディング、伴奏づけ、簡単な即興演奏、課題作成など、様々な

実践を通し、内的聴力の向上につなげたい。 

【到達目標】 

SPⅣのレベルに合わせた到達度テストの合格を目指します。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で、SPⅣを指定された方 

【授業の形式】 

演習（専攻楽器での演習も考慮する）  

【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.第 1 回〜第 5 回 実力チェック期間（みなさんの状況を把

握します） 

6.第 6 回〜第 13 回 聴音、初見、移調奏、スコアリーディン

グ、伴奏づけ、簡単な即興演奏、課題作成など。 

随時、小テスト等行う。 

14.第 14 回 前期のまとめ、到達度チェック 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回〜第 2 回 前期の復習 

3.前期第 6 回〜第 13 回に準ずる 

14.第 14 回 試験・まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 
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【オフィスアワー】 

火曜日  調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

 

801 SPⅣe 

担当教員 森 円花 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】 

ソルフェージュの基礎的なスキル向上と共に、その応用としての実演を通して、音楽への総合的理解を深める 

【到達目標】 

それぞれの実力の向上を目標とします 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

２年生以上で SPⅣを指定された者 

【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、小テスト 

2.～第 13 回 聴音・視唱・実演・議論。内容、レベルは第 1

回の小テストの結果をふまえて決定いたします。 

14.学習内容のまとめ。課題の解説 

【事前・事後学習-前期】 

授業内容の復習と予習 

【授業展開と内容-後期】 

1.小テスト 

2.～第 13 回 聴音・視唱・実演・議論。内容、レベルは第 1

回の小テストの結果をふまえて決定いたします。 

14.学習内容のまとめ。課題の解説 

【事前・事後学習-後期】 

授業内容の復習と予習 

【オフィスアワー】 

火曜日 昼休み ソルフェージュ研究室 

 

802 SPⅣf 

担当教員 田中 やよい 講師 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 
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順番は多少前後しますが、このような内容で授業をします。 

【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 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。 

 

800 SPⅣd 

担当教員 塩崎 美幸 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】 

これまで身につけた力を、さらに発展させ高めていくためのトレーニングを行う。 

聴音（旋律・和声・聴奏・聴唱・piano以外の楽器によるものなど）初見（視唱・リズム・弾き歌い・専攻楽器奏・アンサンブルなど）

に加え、多角的に音楽を捉えていけるよう、移調奏、スコアリーディング、伴奏づけ、簡単な即興演奏、課題作成など、様々な

実践を通し、内的聴力の向上につなげたい。 

【到達目標】 

SPⅣのレベルに合わせた到達度テストの合格を目指します。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で、SPⅣを指定された方 

【授業の形式】 

演習（専攻楽器での演習も考慮する）  

【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.第 1 回〜第 5 回 実力チェック期間（みなさんの状況を把

握します） 

6.第 6 回〜第 13 回 聴音、初見、移調奏、スコアリーディン

グ、伴奏づけ、簡単な即興演奏、課題作成など。 

随時、小テスト等行う。 

14.第 14 回 前期のまとめ、到達度チェック 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回〜第 2 回 前期の復習 

3.前期第 6 回〜第 13 回に準ずる 

14.第 14 回 試験・まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で与えられた課題は実施してくること。(目安３０－６０分) 
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【授業の概要】 

今までに積み重ねてきたソルフェージュ能力の向上と、さらなる発展を目指します。 

課題には、様々な時代や様々なジャンルの実作品も取り入れてゆきます。また、アンサンブルやコードネームを用いた演奏体

験も行います。 

読譜力、初見力、聴く力などを高めて、実際の音楽表現につなげていけるような様々な音楽体験の時間を、受講生の皆さんと

共有してゆきたいと考えております。 

【到達目標】 

読譜力、初見力の習得と共に、調性感・和声感などを感じる力、聴く耳を養うことを目標とします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

２年生以上で SPⅣ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.現時点のソルフェージュ力の確認。 

受講生の皆さんに授業への希望等を聞き、授業展開につ

いて話し合いを行う。 

2.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

3.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

4.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

5.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

6.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

7.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

8.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

9.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

10.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

11.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

12.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

13.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

14.前期の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示された課題を、予習したり、復習すること。特に授業内に思うようにできなかった課題については、復習すること。

（目安 30 分－60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の状況を踏まえ、授業展開についての話し合いを行

う。 

2.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

3.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

4.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

5.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

6.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

7.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

8.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 
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9.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

10.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

11.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

12.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

13.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

14.一年の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

前期と同じ。 

【オフィスアワー】 

火曜日 お昼休み 調布ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリントを授業時に配布。 

【その他】 

授業展開と内容については、受講生の皆さんの希望・状況に応じて、変更する可能性があります。 

 

803 SPⅣg 

担当教員 清水 篤 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

様々なソルフェージュの「勉強」の積み重ねの上には何があるのか。  

課題的なもの、様々な実作品を通して考え、感じ、体得していく助けになれば、と思う。 

授業は項目別に数回ずつ重点をおいて進めるが、人数や進捗状況によって多少の増減はあり得る。 

S・M・H の基礎的な訓練も欠かさずおこなう予定。 

【到達目標】 

これまで培ってきたそれぞれの能力を統合・発展させること。 

また、より広い時代・様式の音楽に理解を深めること、各人の調性感・音楽観を確立する助けになること 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大 2 以上で SPIV 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】 

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.[第 1 回〜5 回]  ・現段階での各人の能力の検証 
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【授業の概要】 

今までに積み重ねてきたソルフェージュ能力の向上と、さらなる発展を目指します。 

課題には、様々な時代や様々なジャンルの実作品も取り入れてゆきます。また、アンサンブルやコードネームを用いた演奏体

験も行います。 

読譜力、初見力、聴く力などを高めて、実際の音楽表現につなげていけるような様々な音楽体験の時間を、受講生の皆さんと

共有してゆきたいと考えております。 

【到達目標】 

読譜力、初見力の習得と共に、調性感・和声感などを感じる力、聴く耳を養うことを目標とします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

２年生以上で SPⅣ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.現時点のソルフェージュ力の確認。 

受講生の皆さんに授業への希望等を聞き、授業展開につ

いて話し合いを行う。 

2.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

3.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

4.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

5.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

6.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

7.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

8.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

9.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

10.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

11.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

12.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

13.視唱、弾き歌い、聴音、リズム、クレ読み、移調、専攻実

技による初見など。 

14.前期の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示された課題を、予習したり、復習すること。特に授業内に思うようにできなかった課題については、復習すること。

（目安 30 分－60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の状況を踏まえ、授業展開についての話し合いを行

う。 

2.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

3.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

4.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

5.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

6.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

7.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 

8.前期の授業を発展させた内容。 

アンサンブル、コードネーム奏も行う。 
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...総合的な課題や実際の楽曲に触れつつ、各人の達成

度・課題を確認する。 

6.[第 6 回〜第 10 回]  

・リズム 

...基礎的なリズムの確認、およびその細分化・フレーズ感

の確立／拡大を目指す。  

11.[第 11 回〜第 14 回] 

・ハーモニー 

...様々な時代・スタイルの楽曲に触れ、和声に即した音程

感・色彩感を追求する。 

【事前・事後学習-前期】 

毎回行う課題で、思うように出来なかった場合は各自で復習(ピアノで弾いてみる等)してみることを勧める (20〜30 分程度) 

【授業展開と内容-後期】 

1.[第 1 回〜5 回]  

・ポリフォニー 

...二声・三声、それ以上による対位法的な課題や楽曲への

取組み。 

6.[第 6 回〜第 10 回] 

・発展的ソルフェージュ  

...弾き歌い・リズム付き課題、即興演奏、移調、簡易なアレ

ンジなど、前項までの成果をもとに様々な応用を考えていく。 

10.[第 10 回〜第 14 回]  

・総合力の検証 

...年度まとめとして、それぞれの技能や実曲への反映の有

り様を確認する。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回行う課題で、思うように出来なかった場合は各自で復習(ピアノで弾いてみる等)してみることを勧める (20〜30 分程度) 

【オフィスアワー】 

月曜 5 限〜 ソルフェージュ研究室 

火曜 授業後または５限〜 ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント・譜例など、授業時にその都度配布する。 

【その他】 

各項目ごとに、専攻楽器を用いて実際に演奏してみる回を毎度設ける予定。当該学生には事前に予告するので楽器持参の

こと。 

 

804 SPⅣh 

担当教員 伊倉 由紀子 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

これまで培ってきたソルフェージュ力の更なる発展を目指し、様々な実習を行います。少し複雑な聴音やリズム練習、ハ音記

号や移調楽器、弾き歌いなど、実作品も取り入れながら、音楽を立体的に聴く力、読譜力の向上を目指します。様々な楽器の

音源による聴音、聴奏、初見アンサンブルも予定しています。 

【到達目標】 

SPⅣレベルに合わせた到達度テストの合格を目指す。もしくは各々がレヴェルアップを実感できること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅣを指定された者。 

【授業の形式】 

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 

○ ○   ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.現時点での個々のソルフェージュ力の確認、アンケート 

2.聴音、初見奏(歌、クレ読み等) 

3.聴音、初見奏(歌、クレ読み等) 

4.聴音、初見奏(歌、クレ読み等) 

5.聴音、初見奏(歌、クレ読み等) 

6.聴音、初見奏(歌、クレ読み等) 

7.聴音、初見奏(リズム中心に) 

8.聴音、初見奏(リズム中心に) 

9.聴音、初見奏(リズム中心に) 

10.聴音、初見奏(リズム中心に) 

11.聴音、スコアリーディング 

12.聴音、スコアリーディング 

13.聴音、スコアリーディング 

14.前期のまとめ、初見アンサンブル 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で実習した内容の復習をすること。授業内テーマに関連した音楽、書籍などに触れること。(目安 30〜60 分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の振り返り、現時点での個々のソルフェージュ力の

確認 

2.聴音、初見奏(弾き歌い等) 

3.聴音、初見奏(弾き歌い等) 

4.聴音、初見奏(弾き歌い等) 

5.聴音、初見奏(弾き歌い等) 

6.聴音、初見奏(弾き歌い等) 

7.聴音、簡単な伴奏付け 

8.聴音、簡単な伴奏付け 

9.聴音、簡単な伴奏付け 

10.聴音、簡単な伴奏付け 

11.聴音、総合的な実習 

12.聴音、総合的な実習 

13.聴音、総合的な実習 

14.後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した課題を予習してくること。また、実習した内容の復習をすること。(目安 30〜60 分) 

【オフィスアワー】 

木曜日 12 時〜12 時 40 分 ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント配布 

 

805 SPⅣi 

担当教員 中村 理奈子 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 年～ 

 

【授業の概要】 

今までのソルフェージュ学習を基礎としてさらなる能力の向上を目的とします。様々な課題を通してソルフェージュが各自の読

譜力、そして演奏に役立つよう考えていきたい。 

今年度は、西洋音楽の重要な部分を担っている数との関係を、数学、天文学、音楽が一緒であった時代の考え方（主に占星

術）にも触れながら楽譜を読み解くという実験にも、およそ月１回（２０分程度）ペースで試みたいと思う。 
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...総合的な課題や実際の楽曲に触れつつ、各人の達成

度・課題を確認する。 

6.[第 6 回〜第 10 回]  

・リズム 

...基礎的なリズムの確認、およびその細分化・フレーズ感

の確立／拡大を目指す。  

11.[第 11 回〜第 14 回] 

・ハーモニー 

...様々な時代・スタイルの楽曲に触れ、和声に即した音程

感・色彩感を追求する。 

【事前・事後学習-前期】 

毎回行う課題で、思うように出来なかった場合は各自で復習(ピアノで弾いてみる等)してみることを勧める (20〜30 分程度) 

【授業展開と内容-後期】 

1.[第 1 回〜5 回]  

・ポリフォニー 

...二声・三声、それ以上による対位法的な課題や楽曲への

取組み。 

6.[第 6 回〜第 10 回] 

・発展的ソルフェージュ  

...弾き歌い・リズム付き課題、即興演奏、移調、簡易なアレ

ンジなど、前項までの成果をもとに様々な応用を考えていく。 

10.[第 10 回〜第 14 回]  

・総合力の検証 

...年度まとめとして、それぞれの技能や実曲への反映の有

り様を確認する。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回行う課題で、思うように出来なかった場合は各自で復習(ピアノで弾いてみる等)してみることを勧める (20〜30 分程度) 

【オフィスアワー】 

月曜 5 限〜 ソルフェージュ研究室 

火曜 授業後または５限〜 ソルフェージュ研究室 

【教材】 

プリント・譜例など、授業時にその都度配布する。 

【その他】 

各項目ごとに、専攻楽器を用いて実際に演奏してみる回を毎度設ける予定。当該学生には事前に予告するので楽器持参の

こと。 

 

804 SPⅣh 

担当教員 伊倉 由紀子 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

これまで培ってきたソルフェージュ力の更なる発展を目指し、様々な実習を行います。少し複雑な聴音やリズム練習、ハ音記

号や移調楽器、弾き歌いなど、実作品も取り入れながら、音楽を立体的に聴く力、読譜力の向上を目指します。様々な楽器の

音源による聴音、聴奏、初見アンサンブルも予定しています。 

【到達目標】 

SPⅣレベルに合わせた到達度テストの合格を目指す。もしくは各々がレヴェルアップを実感できること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅣを指定された者。 

【授業の形式】 

実習 
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【到達目標】 

それぞれの個々の音楽学習において今までとは違った視点を持てるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅣを指定された者。 

【授業の形式】 

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.簡単な自己紹介 

授業の方向性を決めるための書き取り（提出） 

2.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

＊数について①参考資料の配布及び解説 

3.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

4.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

5.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

＊数について②（西洋占星術の３区分と TSD について） 

6.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

7.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

8.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

弾き歌い 

リズムに関すること 

9.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

弾き歌い 

リズムに関すること 

＊数について③（５音階、７音階、１２音階、この数字に意

味を見つけらるのか） 

10.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

各種アンサンブル（重唱、リズムアンサンブル） 

弾き歌い 

11.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

各種アンサンブル（重唱、リズムアンサンブル） 

弾き歌い 

12.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

各種アンサンブル（重唱、リズムアンサンブル） 

弾き歌い 

13.前期テスト（新曲） 

14.前期テスト（書き取り） 

【事前・事後学習-前期】 

授業前に先週の振り返りをしてくることが望ましい。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期テストの返却及び振り返り 

前期の内容を発展させる 

2.前期の内容を発展させる 

＊数について④（数に意味があるのか？） 

3.前期の内容を発展させる 

4.前期の内容を発展させる 

5.前期の内容を発展させる 

＊数について⑤（24 の調性を考えてみる） 

6.前期の内容を発展させる 

7.前期の内容を発展させる 

8.前期の内容を発展させる 

9.前期の内容を発展させる 

294



 295

＊数について⑥ （ディスカッション） 

10.前期の内容を発展させる 

11.前期の内容を発展させる 

12.前期の内容を発展させる 

＊数について（まとめ） 

13.後期テスト（書き取り） 

14.テスト返却 

後期テスト（新曲） 

【事前・事後学習-後期】 

授業前に先週の振り返りをしてくることが望ましい。 

【オフィスアワー】 

調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【教材】 

プリント配布 

 

806 SPⅤa 

担当教員 柳川 瑞季 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】 

ソルフェージュ能力をあらゆる音楽活動に生かしていく方法を学習します。様々な時代やジャンルの楽曲にも触れながら、聴

音や視唱のみならず、視奏（アンサンブル）や即興・作曲（編曲）も取り入れ、幅広く学習していく予定です。 

【到達目標】 

それぞれの音楽活動や音楽に対する想いがより幅広いものになることを目指します。高度なソルフェージュ能力の取得も目標

とします。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

1 年生 A コース生および 2 年生以上で SPⅤを指定された者。 

楽器演奏を多く取り上げる予定です。 

【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.授業への希望を聞き、今後の展開を考える。レヴェル確

認テストを行う。 

2.（クレ譜による視唱は毎時間取り上げる予定です。そのほ

かの内容は組み合わせたり反復したりします。）聴音（メロ

ディー、ハーモニー）、リズムアンサンブル 

3.聴音（メロディー、ハーモニー）、視奏アンサンブル 

4.聴音（メロディー、ハーモニー）、メロディの創作 

5.聴音（メロディー、ハーモニー）、視唱（合唱） 

6.聴音（メロディー、ハーモニー）、視奏アンサンブル 

7.聴音（メロディー、ハーモニー）、リズムアンサンブル 

8.聴音（メロディー、ハーモニー）、視唱（歌を含むアンサン

ブル） 

9.聴音（メロディー、ハーモニー）、伴奏付け 

10.聴音（メロディー、ハーモニー）、作曲（和声をつけるな

ど） 

11.聴音（メロディー、ハーモニー）、作曲（アドリブを含む） 

12.聴音（メロディー、ハーモニー）、視奏アンサンブル 

13.聴音（メロディー、ハーモニー）、視奏アンサンブル 
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【到達目標】 

それぞれの個々の音楽学習において今までとは違った視点を持てるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅣを指定された者。 

【授業の形式】 

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.簡単な自己紹介 

授業の方向性を決めるための書き取り（提出） 

2.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

＊数について①参考資料の配布及び解説 

3.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

4.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

5.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

＊数について②（西洋占星術の３区分と TSD について） 

6.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

7.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

リズムに関すること 

8.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

弾き歌い 

リズムに関すること 

9.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

弾き歌い 

リズムに関すること 

＊数について③（５音階、７音階、１２音階、この数字に意

味を見つけらるのか） 

10.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

各種アンサンブル（重唱、リズムアンサンブル） 

弾き歌い 

11.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

各種アンサンブル（重唱、リズムアンサンブル） 

弾き歌い 

12.聴音（様々な拍子を含む課題、実作品からの聴音） 

視唱（全てのクレ読み） 

各種アンサンブル（重唱、リズムアンサンブル） 

弾き歌い 

13.前期テスト（新曲） 

14.前期テスト（書き取り） 

【事前・事後学習-前期】 

授業前に先週の振り返りをしてくることが望ましい。 

【授業展開と内容-後期】 

1.前期テストの返却及び振り返り 

前期の内容を発展させる 

2.前期の内容を発展させる 

＊数について④（数に意味があるのか？） 

3.前期の内容を発展させる 

4.前期の内容を発展させる 

5.前期の内容を発展させる 

＊数について⑤（24 の調性を考えてみる） 

6.前期の内容を発展させる 

7.前期の内容を発展させる 

8.前期の内容を発展させる 

9.前期の内容を発展させる 
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14.前期学習内容のまとめ、後期に向けての展望 

【事前・事後学習-前期】 

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

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

【授業展開と内容-後期】 

1.（前期の続きとしてクレ譜の視唱課題は毎時間取り上げま

す。）前期授業内容の確認、前期最終授業で出した課題の

発表 

2.聴音（メロディー、ハーモニー）、作曲（軽いアンサンブル） 

3.聴音（メロディー、ハーモニー）、即興（音列） 

4.聴音（メロディー、ハーモニー）、編曲（小さな曲を 2 人で

演奏してみよう） 

5.聴音（メロディー、ハーモニー）、編曲（小さな曲を好きな

編成で演奏してみよう） 

6.聴音（メロディー、ハーモニー）、視奏アンサンブル（歌を

含む） 

7.聴音（メロディー、ハーモニー）、視奏アンサンブル（歌を

含む） 

8.聴音（メロディー、ハーモニー）、合唱 

9.聴音（メロディー、ハーモニー）、合唱を作ってみよう 

10.聴音（メロディー、ハーモニー）、リズムアンサンブル 

11.聴音（メロディー、ハーモニー）、視唱（クレ含む） 

12.聴音（メロディー、ハーモニー）、リクエスト企画 

13.聴音（メロディー、ハーモニー）、リクエスト企画 

14.一年の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

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

【オフィスアワー】 

火曜日 1 限前〜お昼休みまで。調布ソルフェージュ研究室にて。 

【教材】 

授業時に配布します。 

 

807 SPⅤb 

担当教員 安西 房代 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

今まで培った音楽能力をもとに、より高度な読譜力、表現力の育成を目指す。 

あらゆるスタイルの音楽を限られた時間の中で深く解釈し、柔軟に表現できる応用力を養う事を目的とする。 

さらなるソルフェージュ力向上のためのトレーニングに加え、声、専攻実技によるアンサンブルなども積極的に取り入れていく

予定です。 

【到達目標】 

SPⅤレベルに達する試験課題の合格を目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅤを指定された者。 

【授業の形式】 

演習 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.現時点でのソルフェージュ力の確認と今後の授業展開に

ついて 

2.～13. 聴音、リズム活動、初見（合唱、弾きうたい、専攻

楽器を用いたアンサンブル）暗記、移調唱奏、スコアリーデ

ィングなど、主に楽曲を用いながらの音楽活動 

14.前期試験(表現を含む）。前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業内容を復習し、指示された楽譜を読み込む、音源を聴いたり等、授業との関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分

程度）  

【授業展開と内容-後期】 

1.前期の状況を踏まえ、今後の授業展開について考える 

2.～13. 前期の授業をより発展させた内容による音楽活動 

14.後期試験(表現を含む）。一年のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内容を復習し、指示された楽譜を読み込む、音源を聴いたり等、授業との関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分

程度）  

【オフィスアワー】 

火曜日 昼休み 調布教員室 

 

808 SPⅤc 

担当教員 百武 眞弓 講師 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

これまでに培ってきたソルフェージュ能力を基礎として、さらに発展させ、応用力を身につけられるよう取り組みます。 

基本的なトレーニングも行いつつ、様々な時代・様式・編成の楽曲も用いた実習を通して、日常の音楽活動、演奏に積極的に

結びつけていけるよう、総合的なソルフェージュ学習を目指します。 

【到達目標】 

①分析しながら聴く力を向上させる 

②暗記・暗譜の習熟 

③自分なりに音楽にアプローチしていくためのソルフェージュ能力を高める 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅤを指定された学生 

【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 

○   ○ ○ ○ 
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14.前期学習内容のまとめ、後期に向けての展望 

【事前・事後学習-前期】 

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

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

【授業展開と内容-後期】 

1.（前期の続きとしてクレ譜の視唱課題は毎時間取り上げま

す。）前期授業内容の確認、前期最終授業で出した課題の

発表 

2.聴音（メロディー、ハーモニー）、作曲（軽いアンサンブル） 

3.聴音（メロディー、ハーモニー）、即興（音列） 

4.聴音（メロディー、ハーモニー）、編曲（小さな曲を 2 人で

演奏してみよう） 

5.聴音（メロディー、ハーモニー）、編曲（小さな曲を好きな

編成で演奏してみよう） 

6.聴音（メロディー、ハーモニー）、視奏アンサンブル（歌を

含む） 

7.聴音（メロディー、ハーモニー）、視奏アンサンブル（歌を

含む） 

8.聴音（メロディー、ハーモニー）、合唱 

9.聴音（メロディー、ハーモニー）、合唱を作ってみよう 

10.聴音（メロディー、ハーモニー）、リズムアンサンブル 

11.聴音（メロディー、ハーモニー）、視唱（クレ含む） 

12.聴音（メロディー、ハーモニー）、リクエスト企画 

13.聴音（メロディー、ハーモニー）、リクエスト企画 

14.一年の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

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

【オフィスアワー】 

火曜日 1 限前〜お昼休みまで。調布ソルフェージュ研究室にて。 

【教材】 

授業時に配布します。 

 

807 SPⅤb 

担当教員 安西 房代 講師 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

今まで培った音楽能力をもとに、より高度な読譜力、表現力の育成を目指す。 

あらゆるスタイルの音楽を限られた時間の中で深く解釈し、柔軟に表現できる応用力を養う事を目的とする。 

さらなるソルフェージュ力向上のためのトレーニングに加え、声、専攻実技によるアンサンブルなども積極的に取り入れていく

予定です。 

【到達目標】 

SPⅤレベルに達する試験課題の合格を目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

2 年生以上で SPⅤを指定された者。 

【授業の形式】 

演習 

 

297



 298

【授業展開と内容-前期】 

1.第 1 回～第 14 回を通して、聴音、視唱、弾き歌い、合唱、

移調唱、リズム練習、リズムアンサンブル、楽器による初見

奏・アンサンブル・聴音・移調奏、 伴奏付けなどを行う 

ガイダンス、アンケート 

現時点でのソルフェージュ能力の確認 

2.和音の種類・配置による響きの違いを聴き取る練習、借

用和音・転調を含む課題、ハ音記号の読譜、暗記（ハーモ

ニー、低音域、複旋律なども含む） 

3.和音の種類・配置による響きの違いを聴き取る練習、借

用和音・転調を含む課題、ハ音記号の読譜、暗記（ハーモ

ニー、低音域、複旋律なども含む） 

4.借用和音・転調を含む課題、ハ音記号・移調楽器の読譜、

暗記（ハーモニー、低音域、複旋律なども含む） 

広い音域をもつ課題 

5.借用和音・転調を含む課題、ハ音記号・移調楽器の読譜、

暗記（ハーモニー、低音域、複旋律なども含む） 

広い音域をもつ課題 

6.借用和音・転調を含む課題、ハ音記号・移調楽器の読譜、

暗記（ハーモニー、低音域、複旋律なども含む） 

連符や複雑なリズムの練習 

7.借用和音・転調を含む課題、ハ音記号・移調楽器の読譜、

暗記（ハーモニー、低音域、複旋律なども含む） 

連符や複雑なリズムの練習 

8.借用和音・転調を含む課題、暗記・暗譜の練習 

連符や複雑なリズムの練習、ハ音記号・移調楽器の読譜、

ハ音記号による聴音 

9.借用和音・転調を含む課題、暗記・暗譜の練習 

連符や複雑なリズムの練習、ハ音記号・移調楽器の読譜、

ハ音記号による聴音 

10.借用和音・転調を含む課題、暗記・暗譜の練習 

連符や複雑なリズムの練習、ハ音記号・移調楽器の読譜、

ハ音記号による聴音 

11.スコアリーディング、ハ音記号による聴音、暗記・暗譜の

練習 

混合拍子、拍子が変化する課題、無調の課題、装飾音の

練習 

12.スコアリーディング、ハ音記号による聴音、暗記・暗譜の

練習 

混合拍子、拍子が変化する課題、無調の課題、装飾音の

練習 

13.スコアリーディング、ハ音記号による聴音、暗記・暗譜の

練習 

混合拍子、拍子が変化する課題、無調の課題、装飾音の

練習 

14. 前期の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

実習した内容を復習すること。授業中にできなかった課題に関しては、歌ったりピアノで弾くなど確認しておくこと。（目安 30－

60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回～第 14 回を通して、聴音、視唱、弾き歌い、合唱、

移調唱、リズム練習、リズムアンサンブル、楽器による初見

奏・アンサンブル・聴音・移調奏、 伴奏付け、即興演奏な

どを行う 

前期の学習内容の復習、後期ガイダンス 

2.前期の学習内容を発展させた実習① 

3.前期の学習内容を発展させた実習② 

4.前期の学習内容を発展させた実習③ 

5.前期の学習内容を発展させた実習④ 

6.前期の学習内容を発展させた実習⑤ 

7.前期の学習内容を発展させた実習⑥ 

8.前期の学習内容を発展させた実習⑦ 

9.前期の学習内容を発展させた実習⑧ 

10.前期の学習内容を発展させた実習⑨ 

11.前期の学習内容を発展させた実習⑩ 

簡単な創作と発表なども行う 

12.前期の学習内容を発展させた実習⑪ 

簡単な創作と発表なども行う 

13.前期の学習内容を発展させた実習⑫ 

簡単な創作と発表なども行う 

14.一年間の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

実習した内容を復習すること。授業中にできなかった課題に関しては、歌ったりピアノで弾くなど確認しておくこと。 

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） 
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【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】 

プリント適宜配付 

【その他】 

※授業展開と内容に関しては、受講生の状況に応じて適宜変更もあり得ます。 

 

810 SPⅥ 

担当教員 田口 真理子 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ソルフェージュを通して自分を知るということは、表面的にも潜在的にも見え辛くて、時々苦痛でしかないかもしれませんし、本

質的な疑問を見いだせなければ、そもそもモチベーションを上げることすら難しいことかと思うところではありますが、できるだ

け沢山の角度から、なるべくめりはりとシンプルな目的意識を持ちインプットとアウトプットを試みます。１つしかないクラスです

ので、対面しながら方向性を探っていきます。 

【到達目標】 

自己責任で説明能力をもって、何か１つでも言葉にできる結果を望みます。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

SP6 の受講資格を持つ方 

【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.エクササイズ 

ディクテーション 

3.エクササイズ 

ディクテーション 

4.音源からのディクテーション 

5.音源からのディクテーション 

6.ディクテーション 

クレ読み弾き唄い 

7.ディクテーション 

クレ読み弾き唄い 

8.アンサンブルの作曲 

9.アンサンブルの作曲 

10.試演など 

11.ディクテーション 

リズムトレーニング 

12.ディクテーション 

リズムトレーニング 

13.ディクテーション 

14.ディクテーション。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) 
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【授業展開と内容-前期】 

1.第 1 回～第 14 回を通して、聴音、視唱、弾き歌い、合唱、

移調唱、リズム練習、リズムアンサンブル、楽器による初見

奏・アンサンブル・聴音・移調奏、 伴奏付けなどを行う 

ガイダンス、アンケート 

現時点でのソルフェージュ能力の確認 

2.和音の種類・配置による響きの違いを聴き取る練習、借

用和音・転調を含む課題、ハ音記号の読譜、暗記（ハーモ

ニー、低音域、複旋律なども含む） 

3.和音の種類・配置による響きの違いを聴き取る練習、借

用和音・転調を含む課題、ハ音記号の読譜、暗記（ハーモ

ニー、低音域、複旋律なども含む） 

4.借用和音・転調を含む課題、ハ音記号・移調楽器の読譜、

暗記（ハーモニー、低音域、複旋律なども含む） 

広い音域をもつ課題 

5.借用和音・転調を含む課題、ハ音記号・移調楽器の読譜、

暗記（ハーモニー、低音域、複旋律なども含む） 

広い音域をもつ課題 

6.借用和音・転調を含む課題、ハ音記号・移調楽器の読譜、

暗記（ハーモニー、低音域、複旋律なども含む） 

連符や複雑なリズムの練習 

7.借用和音・転調を含む課題、ハ音記号・移調楽器の読譜、

暗記（ハーモニー、低音域、複旋律なども含む） 

連符や複雑なリズムの練習 

8.借用和音・転調を含む課題、暗記・暗譜の練習 

連符や複雑なリズムの練習、ハ音記号・移調楽器の読譜、

ハ音記号による聴音 

9.借用和音・転調を含む課題、暗記・暗譜の練習 

連符や複雑なリズムの練習、ハ音記号・移調楽器の読譜、

ハ音記号による聴音 

10.借用和音・転調を含む課題、暗記・暗譜の練習 

連符や複雑なリズムの練習、ハ音記号・移調楽器の読譜、

ハ音記号による聴音 

11.スコアリーディング、ハ音記号による聴音、暗記・暗譜の

練習 

混合拍子、拍子が変化する課題、無調の課題、装飾音の

練習 

12.スコアリーディング、ハ音記号による聴音、暗記・暗譜の

練習 

混合拍子、拍子が変化する課題、無調の課題、装飾音の

練習 

13.スコアリーディング、ハ音記号による聴音、暗記・暗譜の

練習 

混合拍子、拍子が変化する課題、無調の課題、装飾音の

練習 

14. 前期の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

実習した内容を復習すること。授業中にできなかった課題に関しては、歌ったりピアノで弾くなど確認しておくこと。（目安 30－

60 分） 

【授業展開と内容-後期】 

1.第 1 回～第 14 回を通して、聴音、視唱、弾き歌い、合唱、

移調唱、リズム練習、リズムアンサンブル、楽器による初見

奏・アンサンブル・聴音・移調奏、 伴奏付け、即興演奏な

どを行う 

前期の学習内容の復習、後期ガイダンス 

2.前期の学習内容を発展させた実習① 

3.前期の学習内容を発展させた実習② 

4.前期の学習内容を発展させた実習③ 

5.前期の学習内容を発展させた実習④ 

6.前期の学習内容を発展させた実習⑤ 

7.前期の学習内容を発展させた実習⑥ 

8.前期の学習内容を発展させた実習⑦ 

9.前期の学習内容を発展させた実習⑧ 

10.前期の学習内容を発展させた実習⑨ 

11.前期の学習内容を発展させた実習⑩ 

簡単な創作と発表なども行う 

12.前期の学習内容を発展させた実習⑪ 

簡単な創作と発表なども行う 

13.前期の学習内容を発展させた実習⑫ 

簡単な創作と発表なども行う 

14.一年間の学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

実習した内容を復習すること。授業中にできなかった課題に関しては、歌ったりピアノで弾くなど確認しておくこと。 

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） 
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【授業展開と内容-後期】 

1.ディクテーション 

移調奏 

2.ディクテーション 

移調奏 

3.ディクテーションの応用 

4.ディクテーションの応用 

5.ディクテーションの応用 

6.ディクテーションの応用 

7.劇伴作曲 

日替わりシングルなど 

8.劇伴作曲 

日替わりシングルなど 

9.ディクテーション 

クレ読みでない弾き唄い 

10.ディクテーション 

クレ読みでない弾き唄い 

11.ディクテーション 

クレ読みでない弾き唄い 

12.ディクテーション 

クレ読みでない弾き唄い 

13.ディクテーション 

アンサンブル 

14.ディクテーション 

アンサンブル、後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

月曜日、火曜日 午後調布 

【教材】 

テキストはその都度配布の予定 

 

811 ﾋﾟｱﾉ伴奏法Ⅰ 

担当教員 古高 晋一 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

歌伴奏の授業です。  

出来るだけ演奏会等に多くエントリーされる曲(歌曲、オペラ、合唱曲等)を紹介し、曲の内容を把握、歌手の方と演奏していく

方法を習得していきます。  

歌の伴奏未経験者、経験者問わずアンサンブルの楽しさを味わっていただければと思います。  

【到達目標】 

実際に歌の伴奏を習得するには年数がかかりますが、1 年で出来るだけ基本を習得していくことが目標です。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

原則としてピアノ専攻 3,4 年生ですが 1,2 年生も可。その他歌伴奏に興味のある方は受講していただいて構いません。声楽

科の方で歌いたい方は大歓迎。再受講も歓迎します。  

授業の中では多少初見で伴奏していただくこともあります。 

【授業の形式】 

実技中心なので、嘱託演奏員の方の伴奏、声楽科の学生の伴奏等が主体になります。 

基本的にはこちらで楽譜を用意します。立候補して演奏していただけるのが理想ですが、こちらから指名して翌週の授業で演

奏していただく形式で授業をすすめます。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

演奏が主体の授業なので、積極的な参加に対しては高く評価いたします。今年度からは出席率よりも演奏への積極的参加を

成績に反映させたいと考えています。 

【授業展開と内容-前期】 

1.イタリア歌曲 

イタリア古典歌曲等 

2.イタリア歌曲 

イタリア古典歌曲及び簡単な伴奏のアリア等 

3.イタリア歌曲 

イタリア古典歌曲及び簡単な伴奏のアリア等 

4.イタリア歌曲 

ロマン派以降の曲 

5.ドイツ語の曲 

シューベルト、シューマン等 

6.ドイツ語の曲 

上記作曲家に加えシュトラウス等 

7.ドイツ語の曲 

モーツァルト、ベートーヴェン等 

8.日本語の曲 

日本歌曲より数曲 

9.日本語の曲 

日本歌曲より数曲、最近の作曲家の曲 

10.日本語の曲 

日本歌曲より数曲、最近の作曲家の曲 

11.オペラアリア 

12.オペラアリア 

13.カンツォーネ等 

14.授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-前期】 

次回までに演奏することが決まった方は休まず、練習をして授業に来ることが最低限のルールです。そのことを守っていただ

ければ有難いです。 

【授業展開と内容-後期】 

1.オペラアリア重唱等 

2.オペラアリア重唱等 

3.オペラアリア重唱等 

4.合唱曲 

5.合唱曲 

6.フランス語の曲 

フォーレ、ラヴェル等 

7.フランス語の曲 

フォーレ、ラヴェル等 

8.オペレッタ 

ミュージカル 

9.オペレッタ 

ミュージカル 

10.その他の言語の歌曲等 

11.その他の言語の歌曲等 

12.コード譜の伴奏 

13.コード譜の伴奏 

14.前期、後期で演奏した曲目のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

次回までに演奏することが決まった方は休まず、練習をして授業に来ることが最低限のルールです。そのことを守っていただ

ければ有難いです。 

【オフィスアワー】 

木曜日 12 時頃から教員室にいます。 

【教材】 

楽譜はこちらで用意します。 

【その他】 

授業風景の動画及び写真、録音をとる場合必ず教員の許可を取ってください。SNS への投稿は基本的に禁止します。どうして

も投稿が必要な場合はやはり教員の許可をとってください。 
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【授業展開と内容-後期】 

1.ディクテーション 

移調奏 

2.ディクテーション 

移調奏 

3.ディクテーションの応用 

4.ディクテーションの応用 

5.ディクテーションの応用 

6.ディクテーションの応用 

7.劇伴作曲 

日替わりシングルなど 

8.劇伴作曲 

日替わりシングルなど 

9.ディクテーション 

クレ読みでない弾き唄い 

10.ディクテーション 

クレ読みでない弾き唄い 

11.ディクテーション 

クレ読みでない弾き唄い 

12.ディクテーション 

クレ読みでない弾き唄い 

13.ディクテーション 

アンサンブル 

14.ディクテーション 

アンサンブル、後期のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

月曜日、火曜日 午後調布 

【教材】 

テキストはその都度配布の予定 

 

811 ﾋﾟｱﾉ伴奏法Ⅰ 

担当教員 古高 晋一 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

歌伴奏の授業です。  

出来るだけ演奏会等に多くエントリーされる曲(歌曲、オペラ、合唱曲等)を紹介し、曲の内容を把握、歌手の方と演奏していく

方法を習得していきます。  

歌の伴奏未経験者、経験者問わずアンサンブルの楽しさを味わっていただければと思います。  

【到達目標】 

実際に歌の伴奏を習得するには年数がかかりますが、1 年で出来るだけ基本を習得していくことが目標です。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

原則としてピアノ専攻 3,4 年生ですが 1,2 年生も可。その他歌伴奏に興味のある方は受講していただいて構いません。声楽

科の方で歌いたい方は大歓迎。再受講も歓迎します。  

授業の中では多少初見で伴奏していただくこともあります。 

【授業の形式】 

実技中心なので、嘱託演奏員の方の伴奏、声楽科の学生の伴奏等が主体になります。 

基本的にはこちらで楽譜を用意します。立候補して演奏していただけるのが理想ですが、こちらから指名して翌週の授業で演

奏していただく形式で授業をすすめます。 
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学校側の許可が必要な場合も考えられます。 

 

813 ﾋﾟｱﾉ伴奏法Ⅲ 

担当教員 藤井 一興 特任教授 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

バスに美しいバランスの和声を！ 

和声を垂直に、そして水平に読出トレーニングを積みましょう！ 

【到達目標】 

前期はバロックと古典を中心に、シューマンの歌曲をフレーズの呼吸のトレーニングに勉強されたい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ある程度、基本的な初見視奏の能力を有して欲しい。 

【授業の形式】 

バロックと歌曲、古典と歌曲と両立してゆきたい。 演習を中心とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

後期の終了の折に、授業で学習した楽曲の中から試験をしたい。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ヘンデル：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ 第 4 番

より 第 1・2 楽章 

シューマン：詩人の恋より 1.美しい 5 月に 2.私の涙から 

2.ヘンデル：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ 第 4 番

より 第 3・4 楽章 

シューマン：詩人の恋より 3.バラに、ゆりに、はとに！ 4.あ

なたのひとみを見つめるとき 

3.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ E-dur 第

1・2 楽章 

シューマン：詩人の恋より 5.わたしの心をゆりのうてなに 6.

神聖なラインの流れに 

4.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ E-dur 第

3・4 楽章 

シューマン：詩人の恋より 7.わたしは嘆くまい 8.花が知っ

たなら 

5.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ h-moll 第

1・2 楽章 

シューマン：詩人の恋より 9.鳴るのはフルートとヴァイオリ

ン 10.恋人の歌を聞くとき 

6.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ h-moll 第

3・4 楽章 

シューマン：詩人の恋より 11.若者はおとめを愛し 12.明る

い夏の朝 

7.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ c-moll 第

1・2 楽章 

シューマン：詩人の恋より 13.夢のなかで私は泣いた 14.

夜ごとの夢に 

8.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ 第 3・4 楽

章 

シューマン：詩人の恋より 15.昔話のなかから 16.いまわし

い思い出の歌 

9.モーツァルト：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ K301 

シューベルト：美しい水車小屋の娘 1.さすらい 2.どこへ 

10.モーツァルト：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ KV.304 
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第 1 楽章 

シューベルト：美しい水車小屋の娘 3.止まれ 4.小川への

感謝 

11.モーツァルト：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ KV.304 

第 2 楽章 

シューベルト：美しい水車小屋の娘 5.仕事の後の集い 6.

好奇心の強い男 

12.モーツァルト：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ KV.305 

第 1 楽章 

シューベルト：美しい水車小屋の娘 7.いらだち 8.朝の挨

拶 

13.モーツァルト：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ KV.305 

第 2 楽章 

シューベルト：美しい水車小屋の娘 9.水車小屋の娘 10.

涙の雨 

14.モーツァルト：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ KV.305 

第 2 楽章 （変奏曲なので、13 回、14 回と２回いたします） 

シューベルト：美しい水車小屋の娘 11.私のもの 12.休息 

【事前・事後学習-前期】 

授業で行う課題を予見しておく。また授業後、問題点を復習しておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.～第 4 回 

前期で学習した、シューベルトのしぼめる花による主題と変

奏がフルートとピアノで演奏される名曲になっているが、そ

れをヴァイオリンとピアノで第１回から第４回まで、主題と変

奏そして終曲を学習することとする。 

5.ベートーヴェン：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ op.24 

第 1 楽章 

6.ベートーヴェン：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ op.24 

第 2 楽章 

7.ベートーヴェン：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ op.24 

第 3・4 楽章 

8.シューマン：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ a-moll 第

1 楽章 

9.シューマン：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ a-moll 第

2 楽章 

10.シューマン：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ a-moll 

第 3 楽章 

11.ドビュッシー：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ 第 1 楽

章 

12.ドビュッシー：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ 第 2 楽

章 

13.第 14 回が学年末の授業内試験となるため、前期と後期

で行った曲の中から選んで、第 13 回で復習して第 14 回に

備えたい。 

14.授業内試験 

【事前・事後学習-後期】 

事前に予習・予見をしてくること。 問題点を復習すること。 

【オフィスアワー】 

月曜日 調布教室にて授業前に時間を確保します。 

 

815 伴奏ｸﾗｽⅠ 

担当教員 小田 裕之 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

ピアノを使い様々な譜面にあたる授業です。ピアノ伴奏の役割りを、ピアノを弾くことで体感しましょう。普段わざわざ試さない

事をピアノを使って行います。4 手連弾であったり専攻楽器の伴奏であったりもします(ピアノが苦手でも大丈夫です。連弾曲を

3 人で挑戦することも可)。講座では、ピアノ伴奏付き作品を例に、簡単な和声分析、旋律ライン、バスライン、ソロ楽器とピアノ

の関係等を音で確認します。 
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学校側の許可が必要な場合も考えられます。 

 

813 ﾋﾟｱﾉ伴奏法Ⅲ 

担当教員 藤井 一興 特任教授 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

バスに美しいバランスの和声を！ 

和声を垂直に、そして水平に読出トレーニングを積みましょう！ 

【到達目標】 

前期はバロックと古典を中心に、シューマンの歌曲をフレーズの呼吸のトレーニングに勉強されたい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ある程度、基本的な初見視奏の能力を有して欲しい。 

【授業の形式】 

バロックと歌曲、古典と歌曲と両立してゆきたい。 演習を中心とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

後期の終了の折に、授業で学習した楽曲の中から試験をしたい。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ヘンデル：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ 第 4 番

より 第 1・2 楽章 

シューマン：詩人の恋より 1.美しい 5 月に 2.私の涙から 

2.ヘンデル：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ 第 4 番

より 第 3・4 楽章 

シューマン：詩人の恋より 3.バラに、ゆりに、はとに！ 4.あ

なたのひとみを見つめるとき 

3.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ E-dur 第

1・2 楽章 

シューマン：詩人の恋より 5.わたしの心をゆりのうてなに 6.

神聖なラインの流れに 

4.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ E-dur 第

3・4 楽章 

シューマン：詩人の恋より 7.わたしは嘆くまい 8.花が知っ

たなら 

5.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ h-moll 第

1・2 楽章 

シューマン：詩人の恋より 9.鳴るのはフルートとヴァイオリ

ン 10.恋人の歌を聞くとき 

6.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ h-moll 第

3・4 楽章 

シューマン：詩人の恋より 11.若者はおとめを愛し 12.明る

い夏の朝 

7.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ c-moll 第

1・2 楽章 

シューマン：詩人の恋より 13.夢のなかで私は泣いた 14.

夜ごとの夢に 

8.バッハ：ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ 第 3・4 楽

章 

シューマン：詩人の恋より 15.昔話のなかから 16.いまわし

い思い出の歌 

9.モーツァルト：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ K301 

シューベルト：美しい水車小屋の娘 1.さすらい 2.どこへ 

10.モーツァルト：ヴァイオリンとピアノの為のソナタ KV.304 
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【到達目標】 

難易度に全く関わらず、ピアノで伴奏する事を身につける。 

下記【1〜5】による。【1】ピアノ連弾（平易なもの）を適宜行います。他に、【2】バッハ 2 声インヴェンション等を用いて 2 人あるい

は専攻楽器とで演奏してみます。【3】無伴奏 8 声の二重コーラス-つまり 16 声-作品にも数頁のみであるが触れます（但しト音

記号、ヘ音記号のみ）。1 声でもピアノで参加しましょう。【4】教育実習で使用する合唱曲の伴奏を用いて発表しあう事がありま

す。 

※受講の皆さんの専攻楽器により、【5】代表的な作品の一部を演奏してみる。導入的作品も可能。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

必修副科ピアノⅡ修了者 

【授業の形式】 

初回、又は第二回授業時に、授業内で発表するペア(ピアノ伴奏＋独奏楽器)又は個人(弾き歌い)を決定しそれに向かい準

備をする。授業内発表で聴き合い、講師によるアドバイスが行われる。 

学生による発表の無い回は適宜、講座的内容が含まれる事もあるが、昨年度は講師の伴奏により出席学生とソロ楽器の共演

をし、伴奏の観点で公開リハーサル、ディスカッションを行った。バーンスタイン：クラリネットソナタ、プーランク：クラリネットソナ

タ など。又、講師のピアノのみによるピアノパートからみた楽曲解説など。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.おおすじの解説と紹介 

2.意見交換と年間（主に前半期の）予定組み 

3.意見交換と年間（主に前半期の）予定組み 

4.～14. 試演の実施（ラインナップされる曲目に応じた「小

講座」を複数回。後期も同様。） 

【事前・事後学習-前期】 

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

【授業展開と内容-後期】 

1.後期の予定組みと講座 

2.後期の予定組みと講座 

3.～13. 試演の実施 

14.学習内容のまとめ。今後の課題とその学習方法。 

【事前・事後学習-後期】 

ピアノ伴奏の見地で、取り組んでみたい作品を考えておくのが望ましい。例 伝バッハ:メヌエット 等。レッスンを振り返り、技術

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

【オフィスアワー】 

メールはいつも見ています、すぐにお返事できない時もあります。 

 

816 伴奏ｸﾗｽⅡ 

担当教員 松谷 園子 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 
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【授業の概要】 

独奏者がいなければ伴奏者は存在しないわけですが、日頃その独奏を担っている受講生が集まってお互いに伴奏することに

より、視点を変えて音楽の幅を広げることが、この授業の目標です。それぞれのピアノの習熟度に合わせた選曲をして、無理

なく共演者との対話を試みます。教育実習の準備のために、必要であれば合唱曲の伴奏も取り入れます。 

【到達目標】 

ピアノを弾くことはもちろんですが、弾きながら、共演者の音を聴くことができるようになりたいです。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

原則として必修副科ピアノⅡ修了者 

【授業の形式】 

演習が中心。事前にグループと曲を決め準備をし、公開レッスンの形で授業を進めます。聴いている受講生の積極的な発言

も期待します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.1 年間の予定の説明 前期の演習のグループと曲の話し

合い 

2.前期の演習のグループと曲の話し合い 

3.簡単な連弾をしてアンサンブルに慣れる 

4.～14. 試演の実施 

【事前・事後学習-前期】 

毎回、与えられた課題、選んだ曲を練習・合わせをしてくること。次回の授業までにさらに練習して改善すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.後期の予定の説明、演習のグループと曲の話し合い 

2.演習のクループと曲の話し合い 

3.～13. 試演の実施 

14.学習内容のまとめ。今後の課題とその学習方法。 

【事前・事後学習-後期】 

毎回、与えられた課題、選んだ曲を練習・合わせをしてくること。次回の授業までにさらに練習して改善すること。 

【オフィスアワー】 

木曜日、授業前後に時間を確保します 

【教材】 

演習の曲についての資料のプリントを配布 

【その他】 

授業内容は、進行状況により、多少変更する場合もあります。 

 

817 ﾋﾟｱﾉ演奏法 

担当教員 小森谷 泉 教授 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年 

 

【授業の概要】 

 試験やコンクールなど採点が伴う中での演奏とは別に、演奏する喜びや聴く楽しさを少しでも体験出来るような授業を考えて
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【到達目標】 

難易度に全く関わらず、ピアノで伴奏する事を身につける。 

下記【1〜5】による。【1】ピアノ連弾（平易なもの）を適宜行います。他に、【2】バッハ 2 声インヴェンション等を用いて 2 人あるい

は専攻楽器とで演奏してみます。【3】無伴奏 8 声の二重コーラス-つまり 16 声-作品にも数頁のみであるが触れます（但しト音

記号、ヘ音記号のみ）。1 声でもピアノで参加しましょう。【4】教育実習で使用する合唱曲の伴奏を用いて発表しあう事がありま

す。 

※受講の皆さんの専攻楽器により、【5】代表的な作品の一部を演奏してみる。導入的作品も可能。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

必修副科ピアノⅡ修了者 

【授業の形式】 

初回、又は第二回授業時に、授業内で発表するペア(ピアノ伴奏＋独奏楽器)又は個人(弾き歌い)を決定しそれに向かい準

備をする。授業内発表で聴き合い、講師によるアドバイスが行われる。 

学生による発表の無い回は適宜、講座的内容が含まれる事もあるが、昨年度は講師の伴奏により出席学生とソロ楽器の共演

をし、伴奏の観点で公開リハーサル、ディスカッションを行った。バーンスタイン：クラリネットソナタ、プーランク：クラリネットソナ

タ など。又、講師のピアノのみによるピアノパートからみた楽曲解説など。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.おおすじの解説と紹介 

2.意見交換と年間（主に前半期の）予定組み 

3.意見交換と年間（主に前半期の）予定組み 

4.～14. 試演の実施（ラインナップされる曲目に応じた「小

講座」を複数回。後期も同様。） 

【事前・事後学習-前期】 

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

【授業展開と内容-後期】 

1.後期の予定組みと講座 

2.後期の予定組みと講座 

3.～13. 試演の実施 

14.学習内容のまとめ。今後の課題とその学習方法。 

【事前・事後学習-後期】 

ピアノ伴奏の見地で、取り組んでみたい作品を考えておくのが望ましい。例 伝バッハ:メヌエット 等。レッスンを振り返り、技術

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

【オフィスアワー】 

メールはいつも見ています、すぐにお返事できない時もあります。 

 

816 伴奏ｸﾗｽⅡ 

担当教員 松谷 園子 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 
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いる。 

 内容は毎週４、５名ずつ１０分～１５分程度の自由なプログラムを演奏し、聴いている学生が感想を提出し、次週そのコメント

を元にディスカッションする。 

 年度末に皆が印象に残った演奏者の再演を予定している。 

【到達目標】 

人前で演奏することが、いかに重要な経験になるかを認識する。 

また、曲の規模により、自分にはどの程度の時間と質の準備が必要なのか検証し、今後に繋げていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻２年生 

【授業の形式】 

演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業内容の説明 

2.演奏に向けての準備 

3.４～５名の学生による曲目解説及び演奏 

4.～12. 前週のコメント発表。４～５名の学生による曲目解

説及び演奏 

13.前期実技試験の準備。 

14.前期実技試験の準備。 

【事前・事後学習-前期】 

自分の演奏する曲目について、説明できるよう解説票に書き込み、その曲を暗譜で演奏できるよう練習する。演奏後、失敗し

た部分を検証し練習する。 

【授業展開と内容-後期】 

1.演奏へ向けての準備 

2.４～５名の学生による曲目解説及び演奏。 

3.～10. 前週のコメント発表。４～５名の学生による曲目解

説及び演奏。 

11.後期実技試験の準備 

12.後期実技試験の準備 

13.皆が印象に残った演奏者による演奏 

14.皆が印象に残った演奏者による演奏 

【事前・事後学習-後期】 

前期の事前事後学習と同じ。 

【オフィスアワー】 

木曜 授業終了後（教員室） 

 

818 ﾋﾟｱﾉ実技指導法(集中) 

曜日時限・単位・担当教員  

実施キャンパス 調布 

対象年次 学部 3 年～ 
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【授業の概要】 

 この授業では、様々な年齢・程度の子供たちのピアノを指導する立場になった時のために、子供たちとの接し方や指導の仕

方など様々な角度から、レッスンの方法を探っていきます。数多い教材の中から選び方や与え方についても研究していきます。 

 初めてピアノに触れる「導入」の子どもから初級・中級程度の子どもたちに、生徒として授業に参加してもらいますので、受講

生は、先生として子供たちに接し、先生をつとめてもらいます。 

 今年度は前半の７回を特別講師として辻井雅子先生に担当していただきます。 

 辻井先生は、音楽教室講師として長年多くの子供たちへの指導に携わってこられました。後期には、本大学の先生方の公

開レッスンを見学することにより、レッスンの方法について探ってもらいます。 

【到達目標】 

実習を中心にした授業なので、その中で、少しでも多くの経験をすること。 そして、先生としての自分に自信を持てるようにな

って欲しい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学 3・4 年ピアノ専攻生。CD 生含む。 

【授業の形式】 

実習を中心にします。先生の役目を経験しながら進めていきますので、積極的な参加を期待します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○  ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.4 月 14 日  辻井雅子先生  

生徒の年齢や程度・個性などに応じてわかりやすく指導し

ていく方法を、公開レッスン形式で実施予定。 

2.4 月 21 日  辻井 「導入」の教材、選び方と指導方法① 

3.4 月 28 日  辻井  同上 ② 

4.5 月 12 日  辻井  初級程度の教材、選び方と指導方

法① 

5.5 月 19 日  辻井  同上 ② 

6.5 月 26 日  辻井  中級程度の教材、選び方と指導方

法① 

7.6 月 2 日  辻井 同上 ② 

【事前・事後学習-前期】 

広く子供のピアノ教育に興味を持って生活すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.10 月 20 日  新井博江先生 公開レッスン 

2.10 月 27 日  三上桂子先生 公開レッスン 

3.11 月 10 日  川村文雄先生 公開レッスン 

4.11 月 17 日  玉置  指導実習① 

5.11 月 24 日  玉置  指導実習② 

6.12 月 1 日  玉置  指導実習③ 

7.12 月 8 日  玉置  指導実習・学習のまとめ  

【事前・事後学習-後期】 

広く子供のピアノ教育に興味を持って生活すること。 

【オフィスアワー】 

授業後３０分間、調布教員室 
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いる。 

 内容は毎週４、５名ずつ１０分～１５分程度の自由なプログラムを演奏し、聴いている学生が感想を提出し、次週そのコメント

を元にディスカッションする。 

 年度末に皆が印象に残った演奏者の再演を予定している。 

【到達目標】 

人前で演奏することが、いかに重要な経験になるかを認識する。 

また、曲の規模により、自分にはどの程度の時間と質の準備が必要なのか検証し、今後に繋げていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻２年生 

【授業の形式】 

演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業内容の説明 

2.演奏に向けての準備 

3.４～５名の学生による曲目解説及び演奏 

4.～12. 前週のコメント発表。４～５名の学生による曲目解

説及び演奏 

13.前期実技試験の準備。 

14.前期実技試験の準備。 

【事前・事後学習-前期】 

自分の演奏する曲目について、説明できるよう解説票に書き込み、その曲を暗譜で演奏できるよう練習する。演奏後、失敗し

た部分を検証し練習する。 

【授業展開と内容-後期】 

1.演奏へ向けての準備 

2.４～５名の学生による曲目解説及び演奏。 

3.～10. 前週のコメント発表。４～５名の学生による曲目解

説及び演奏。 

11.後期実技試験の準備 

12.後期実技試験の準備 

13.皆が印象に残った演奏者による演奏 

14.皆が印象に残った演奏者による演奏 

【事前・事後学習-後期】 

前期の事前事後学習と同じ。 

【オフィスアワー】 

木曜 授業終了後（教員室） 

 

818 ﾋﾟｱﾉ実技指導法(集中) 

曜日時限・単位・担当教員  

実施キャンパス 調布 

対象年次 学部 3 年～ 
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821,822 弦合奏Ⅰ(vl,va)a,b 

担当教員 
神谷 美千子 准教授 

戸田 弥生 講師 
曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

アンサンブルのためのベーシックスタディを行う 

【到達目標】 

オーケストラスタディ、弦楽二重奏、弦楽三重奏、弦楽四重奏の曲で、アンサンブルの楽しみを知っていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース  大学 1 年次、Vl, Vla 専攻生 

【授業の形式】 

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 

オーケストラスタディ等で譜の読み方、初見等基礎的なこと

を学ぶ 

2.オーケストラスタディ等で譜の読み方、初見等基礎的なこ

とを学ぶ 

3.デュオでアンサンブルの音に馴れる 

4.デュオでアンサンブルの音に馴れる 

5.デュオでアンサンブルの音に馴れる 

6.ヴィオラを弾けるようにする 

7.ヴィオラを弾けるようにする 

8.ヴィオラを弾けるようにする 

9.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

10.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

11.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

12.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

13.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

14.演奏発表 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容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.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

2.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

3.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

4.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

5.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

6.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

7.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

8.演奏発表 

9.オーケストラスタディや弦楽三重奏などの練習 

10.オーケストラスタディや弦楽三重奏などの練習 

11.弦楽四重奏の曲をグループを作り練習する 

12.弦楽四重奏の曲をグループを作り練習する 

13.チェロを加え、弦楽四重奏の曲をグループを作り練習す

る 

14.チェロを加え、弦楽四重奏の曲をグループを作り練習す

る 
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【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

進度、状況に応じ、選択する。 

 

824 弦合奏Ⅰ(vc) 

担当教員 
菊地 知也 講師 

藤村 俊介 講師 
曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

合奏に於けるチェロの役割、演奏方法、取り組み方などを、オーケストラのチェロパートの譜面を使ったり、チェロアンサンブル

などを演奏しながら学んでいきます。また、初見での演奏も行います。 

【到達目標】 

合奏に於いて全体を支える土台となる演奏をする事が出来る様にする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

有りません。 

【授業の形式】 

演奏中心です。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.授業内容の説明 

2.教材の指定と配布、演奏。 

3.〜14.実際の演奏 

【事前・事後学習-前期】 

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

【授業展開と内容-後期】 

1.〜12.演奏 13.13〜14.弦楽四重奏の演奏 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

土曜日 1 限 仙川教員室 
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821,822 弦合奏Ⅰ(vl,va)a,b 

担当教員 
神谷 美千子 准教授 

戸田 弥生 講師 
曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 各 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

アンサンブルのためのベーシックスタディを行う 

【到達目標】 

オーケストラスタディ、弦楽二重奏、弦楽三重奏、弦楽四重奏の曲で、アンサンブルの楽しみを知っていく。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース  大学 1 年次、Vl, Vla 専攻生 

【授業の形式】 

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 

オーケストラスタディ等で譜の読み方、初見等基礎的なこと

を学ぶ 

2.オーケストラスタディ等で譜の読み方、初見等基礎的なこ

とを学ぶ 

3.デュオでアンサンブルの音に馴れる 

4.デュオでアンサンブルの音に馴れる 

5.デュオでアンサンブルの音に馴れる 

6.ヴィオラを弾けるようにする 

7.ヴィオラを弾けるようにする 

8.ヴィオラを弾けるようにする 

9.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

10.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

11.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

12.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

13.弦楽三重奏 やさしい曲でグループを作りアンサンブル

練習 

14.演奏発表 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容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.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

2.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

3.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

4.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

5.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

6.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

7.弦楽三重奏 やや高度な曲でアンサンブル練習 

8.演奏発表 

9.オーケストラスタディや弦楽三重奏などの練習 

10.オーケストラスタディや弦楽三重奏などの練習 

11.弦楽四重奏の曲をグループを作り練習する 

12.弦楽四重奏の曲をグループを作り練習する 

13.チェロを加え、弦楽四重奏の曲をグループを作り練習す

る 

14.チェロを加え、弦楽四重奏の曲をグループを作り練習す

る 
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825 弦合奏Ⅰ(cb) 

担当教員 
市川 雅典 准教授 

稻川 永示 講師 
曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

オーケストラで演奏するときに有効なボウイングテクニークや左手の運指テクニック、アンサンブル上の心得や注意点などを習

得する。より良い音・表現力のためにパワーと持久力を身に付ける。 

【到達目標】 

オーケストラ作品を勉強し、重要なパッセージを練習することで、コントラバス演奏における総合的なスキルを向上させ、プロオ

ーケストラのオーディションのための準備を始めるきっかけにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース第１年次 cb 専攻生(高校１年生含む)。単位既修得者の再受講も歓迎。 

【授業の形式】 

グループレッスンの形式で行う。学生全員、もしくは一人ずつ演奏し、各学生の技量に応じた個人指導を入れながら授業を進

める。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.演習 Wagner Prelude to Die Meistersinger von Nürnberg 

3.演習 Mozart Divertimento K.136, 138 

4.演習 Mozart Symphony No.39 1st Mvt. 

5.必修オーケストラで取り上げる楽曲の練習。 

6.演習 Tchaikovsky Serenade for String Orchestra 

7.演習 Mozart Symphony No.41 

8.演習 Beethoven Symphony No.1 1st Mvt., Prokofiev 

Symphony No.1 

9.演習 Beethoven Symphony No.5 

10.演習 Beethoven Symphony No.5 

11.必修オーケストラで取り上げる楽曲の練習。 

12.演習 Mozart Symphony No.40 

13.演習 Mozart Symphony No.40 

14.ボウコントロールとテクニークの総括 

【事前・事後学習-前期】 

授業で演奏する曲の練習を始める前にスコアを熟読し、曲想･形式や構造を知った上で Cb パートの役割を考える。 

【授業展開と内容-後期】 

1.演習 Beethoven Symphony No.8 

2.必修オーケストラで取り上げる楽曲の練習。 

3.演習 Verdi Overture to The Force of Destiny, Badinerie 

from Orchestral Suite No.2, etc. 

4.演習 Brahms Symphony No.2 

5.演習 Brahms Symphony No.1 

6.演習 Mozart Symphony No.35 

7.演習 Mendelssohn Symphony No.4 1st & 4th Mvt., 

Mozart Overture The Magic Flute 

8.演習 Vivaldi The Four Seasons 

9.演習 Beethoven Symphony No.9 

10.演習 Solo passeges in orchestra (Mahler, Stravinsky, 

Veldi, Stravinsky, Prokofiev) 

11. 演 習  Bruckner Symphony No.7 1st Mvt., Berioz 

Symphonie fantastique 2nd, 3rd, 4th & 5th Mvt.  

12.演習 R.Strauss Don Jan 
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13.演習 R.Strauss Ein Heldenleben  14.演習 R.Strauss Ein Heldenleben  

【事前・事後学習-後期】 

授業で取り上げる曲で特に難しい部分は毎日の練習リストに加える。世界の他の地域･流派の奏法を知り、取り入れるべく研

究する。 

【オフィスアワー】 

土曜日 ２限後 仙川 404 教室 

24 hours 365 days (Email) 

 

831～839 管ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 

上原 宏 教授 

蠣崎 耕三 教授 

神田 寛明 教授 

長谷川 潤 教授 

亀井 良信 准教授 

倉田 優 講師 

岡本 正之 特任教授 

神谷 敏 特任教授 

武藤 賢一郎 特任教授 

曜日時限 土 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】 

管楽器による重奏授業。編成される楽器の種類によって、次のクラスに細分化される。 

＊ サクソフォンクラス(担当 武藤)   

＊ 木管アンサンブルクラス(主に木管五重奏)   

＊ 金管アンサンブルクラス 

  演奏発表会(2 月)において、演奏もしくは聴講をもって単位認定を行う。 

【到達目標】 

サクソフォンクラスでは、同族楽器の音色の合わせ方を学習し、木管・金管アンサンブルでは、異種楽器を理解しその特性を

知ってアンサンブルにおける演奏、表現方法を身につける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

１年次から学部、研究生、Dip 生を含めて履修可能。 

* サクソフォンクラス  Sax 専攻生のみ 

【授業の形式】 

クラス授業による合奏実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○    ○  

【成績評価の要点②】 

出席状況、管アンサンブル発表会により総合的に評価する。 
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825 弦合奏Ⅰ(cb) 

担当教員 
市川 雅典 准教授 

稻川 永示 講師 
曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年 

 

【授業の概要】 

オーケストラで演奏するときに有効なボウイングテクニークや左手の運指テクニック、アンサンブル上の心得や注意点などを習

得する。より良い音・表現力のためにパワーと持久力を身に付ける。 

【到達目標】 

オーケストラ作品を勉強し、重要なパッセージを練習することで、コントラバス演奏における総合的なスキルを向上させ、プロオ

ーケストラのオーディションのための準備を始めるきっかけにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

B コース第１年次 cb 専攻生(高校１年生含む)。単位既修得者の再受講も歓迎。 

【授業の形式】 

グループレッスンの形式で行う。学生全員、もしくは一人ずつ演奏し、各学生の技量に応じた個人指導を入れながら授業を進

める。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.演習 Wagner Prelude to Die Meistersinger von Nürnberg 

3.演習 Mozart Divertimento K.136, 138 

4.演習 Mozart Symphony No.39 1st Mvt. 

5.必修オーケストラで取り上げる楽曲の練習。 

6.演習 Tchaikovsky Serenade for String Orchestra 

7.演習 Mozart Symphony No.41 

8.演習 Beethoven Symphony No.1 1st Mvt., Prokofiev 

Symphony No.1 

9.演習 Beethoven Symphony No.5 

10.演習 Beethoven Symphony No.5 

11.必修オーケストラで取り上げる楽曲の練習。 

12.演習 Mozart Symphony No.40 

13.演習 Mozart Symphony No.40 

14.ボウコントロールとテクニークの総括 

【事前・事後学習-前期】 

授業で演奏する曲の練習を始める前にスコアを熟読し、曲想･形式や構造を知った上で Cb パートの役割を考える。 

【授業展開と内容-後期】 

1.演習 Beethoven Symphony No.8 

2.必修オーケストラで取り上げる楽曲の練習。 

3.演習 Verdi Overture to The Force of Destiny, Badinerie 

from Orchestral Suite No.2, etc. 

4.演習 Brahms Symphony No.2 

5.演習 Brahms Symphony No.1 

6.演習 Mozart Symphony No.35 

7.演習 Mendelssohn Symphony No.4 1st & 4th Mvt., 

Mozart Overture The Magic Flute 

8.演習 Vivaldi The Four Seasons 

9.演習 Beethoven Symphony No.9 

10.演習 Solo passeges in orchestra (Mahler, Stravinsky, 

Veldi, Stravinsky, Prokofiev) 

11. 演 習  Bruckner Symphony No.7 1st Mvt., Berioz 

Symphonie fantastique 2nd, 3rd, 4th & 5th Mvt.  

12.演習 R.Strauss Don Jan 
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【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

3.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

4.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

5.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

6.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

7.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

8.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

9.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

10.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

11.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

12.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

13.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

14.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

【事前・事後学習-前期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

2.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

3.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

4.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

5.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

6.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

7.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

8.試験曲の仕上げ 

9.試験曲の仕上げ 

10.試験曲の仕上げ 

11.試験曲の仕上げ 

12.試験曲の仕上げ 

13.試験曲の仕上げ 

14.試験曲の仕上げ 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

土曜日 １３：００〜１４：００ 調布教員室 

 

841,842 管ﾘｰﾄﾞ講座(Ob,Fg)（前期） 

担当教員 
蠣崎 耕三 教授 

岡本 正之 特任教授 
曜日時限 金 7 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ダブルリード楽器にとってリードは楽器の重要な一部分であり、リードのコンディションによって演奏の精度、表現力などが大き

く左右される。近年では完成されたものが楽器店などで販売されているが、リードは本来個々の奏者や楽器に合わせた設定

が必要であり、自作でないと良い結果は期待できない。この授業の中でリードメイキングをマスターしてもらうのはもちろんのこ

と、良い材料や工具、また作業のコツなどの情報交換も行ってもらいたい。 

【到達目標】 

ダイナミクス、音色、音程など、高度なコントロールが可能なリードの作成お目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

演習（ゼミナール）中心 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○  

【授業展開と内容-前期】 

1.工具の使い方 

2.工具の使い方 

3.リード材の選び方 

4.リード材の選び方 

5.ガウジング 

6.ガウジング 

7.シェーピング 

8.シェーピング 

9.糸巻き 

10.糸巻き 

11.削り 

12.削り 

13.調整 

14.仕上げ 

【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) 

【オフィスアワー】 

土曜日 １３：００〜１４：００ 調布教員室 

 

843 打ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ a 

担当教員 
安倍 圭子 特任教授 

中村 友子 講師 
曜日時限 水 6 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

マリンバ・アンサンブルを通して各学生の持つ多面的な音楽性を引き出し、育てる。 

アンサンブルの中でお互いの音を聴き、それぞれの役割を認識できる耳を養えるよう授業する。そして各自の総合的な音楽

性を高める事に重点を置く。 

各自で取り組むデュオ、トリオ作品を中心にレッスンを行い、作品の解釈を深め、マリンバ・アンサンブル特有の豊かな音色作

りを研究する。（オープンクリニック） 

【到達目標】 

アンサンブルを通し各自の技能を向上させ、音楽的な能力を幅広く持てるようになること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

マリンバ専攻生全員 

【授業の形式】 

① 授業内容により個人レッスンを行うこともあるが全日オープン。 

② アンサンブル作品により他の楽器との合奏を含む。 

③ 基本的にマリンバ・アンサンブル形態をとる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 

2.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

3.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

4.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

5.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

6.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

7.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

8.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

9.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

10.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

11.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

12.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

13.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

14.基礎的な題材による合奏のトレーニング 

【事前・事後学習-前期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

2.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

3.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

4.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

5.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

6.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

7.試験に向けた高難易度の題材への取り組み 

8.試験曲の仕上げ 

9.試験曲の仕上げ 

10.試験曲の仕上げ 

11.試験曲の仕上げ 

12.試験曲の仕上げ 

13.試験曲の仕上げ 

14.試験曲の仕上げ 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。 

【オフィスアワー】 

土曜日 １３：００〜１４：００ 調布教員室 

 

841,842 管ﾘｰﾄﾞ講座(Ob,Fg)（前期） 

担当教員 
蠣崎 耕三 教授 

岡本 正之 特任教授 
曜日時限 金 7 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ダブルリード楽器にとってリードは楽器の重要な一部分であり、リードのコンディションによって演奏の精度、表現力などが大き

く左右される。近年では完成されたものが楽器店などで販売されているが、リードは本来個々の奏者や楽器に合わせた設定

が必要であり、自作でないと良い結果は期待できない。この授業の中でリードメイキングをマスターしてもらうのはもちろんのこ

と、良い材料や工具、また作業のコツなどの情報交換も行ってもらいたい。 

【到達目標】 

ダイナミクス、音色、音程など、高度なコントロールが可能なリードの作成お目指す。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

演習（ゼミナール）中心 
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【授業展開と内容-前期】 

1.講座の内容説明 

2.マリンバ・アンサンブルの意義の説明と、その価値に対す

る討論 

3.簡単なモチーフによる即興演奏と訓練 

4.簡単なモチーフによる即興演奏と訓練 

5.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

6.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

7.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

8.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

9.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

10.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

11.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

12.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

13.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

14.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

【事前・事後学習-前期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【授業展開と内容-後期】 

1.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

2.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

3.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

4.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

5.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

6.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

7.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

8.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

9.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

10.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

11.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

12.「パーカッションの夕べ」におけるアンサンブル成果の討

論 

13.有志による演奏、及び一年間の授業成果における討論 

14.有志による演奏、及び一年間の授業成果における討論 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

楽譜・楽器 
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844 打ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ b 

担当教員 小島 光 特任講師 曜日時限 月 4 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

打楽器、他種楽器によるアンサンブルの基礎と表現の学習。  

作曲家、時代の特徴を捉え作品に活かしていく。 

【到達目標】 

幅の広い作品を取り上げ、息の使い方から全身を使った自然な音楽表現を目指す。 

音の響き、音色の変化への対応、アンサンブルを通してのスムーズな会話能力を高める。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

打楽器専攻生必修  マリンバ専攻生選択。 

【授業の形式】 

グループレッスン (アンサンブルグループ複数) 演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1. 基礎的な打楽器アンサンブル曲、既存の弦楽作品（鍵

盤打楽器）を通しての音楽づくり。 

8.音のイメージ、言葉を使ったリズム等によるワークショップ 

からグループ、リーダーシップ感を導き出す。 

【事前・事後学習-前期】 

各授業日前に通達。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ステップを使ったリズムトレーニング。 

7.簡単な楽曲による初見演奏を通して緊張感への対応、正

確さを体験する。 

14.演奏会を意識した多種多様の楽曲によるアンサンブル。

それぞれの楽曲の持つ特徴を多面的に捉え、表現する上

での創意工夫を各自自発的にチャレンジして行く。 

【事前・事後学習-後期】 

各授業日前に通達。 

【オフィスアワー】 

登校日いつでも 

【教材】 

各授業日前に準備。 
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【授業展開と内容-前期】 

1.講座の内容説明 

2.マリンバ・アンサンブルの意義の説明と、その価値に対す

る討論 

3.簡単なモチーフによる即興演奏と訓練 

4.簡単なモチーフによる即興演奏と訓練 

5.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

6.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

7.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

8.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

9.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

10.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

11.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

12.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

13.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

14.各自で自由にデュオ・トリオなどの作品に取り組む。 

レッスンを行い学生同士でも意見を交換し合うことによりア

ンサンブルの本質を深めていく。 

【事前・事後学習-前期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【授業展開と内容-後期】 

1.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

2.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

3.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

4.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

5.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

6.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

7.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

8.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

9.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

10.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

11.マリンバアンサンブル作品、及びマリンバを含む様々な

楽器編成の作品の譜読み・分奏・合奏のレッスン 

12.「パーカッションの夕べ」におけるアンサンブル成果の討

論 

13.有志による演奏、及び一年間の授業成果における討論 

14.有志による演奏、及び一年間の授業成果における討論 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

楽譜・楽器 
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845 ﾊｰﾌﾟｵｰｹｽﾄﾗ･ｽﾀﾃﾞｨ 

担当教員 井上 美江子 講師 曜日時限 水 6 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

① チューニングや楽器の管理など、ハープ特有の楽器のメインテナンスに関わる知識、意識の向上を図る。特にオーケストラ

においてのチューニング、またリハーサル、演奏会に向かっての楽器や、スペアー弦の管理の重要性を学ぶ。 

② “マイパート譜作り” 

特にハープにおいて不可欠なペダルの書き込み、音の入りをより正確にするための休みの数え方、ガイドの効果的な書き入

れ方などを学び、それぞれ自分のパート譜を作り保管する。 

③ 入手可能であれば必ず課題の曲の録音を聴き、スコアを見ながらハープパートの入りの確認、前述のガイドの書き入れな

どをした上で、譜読みをして授業に臨む。 

④ 指揮の見方や他の楽器の音を聴くことなど合奏の能力を養うこと、音楽の場面場面に応じた音色、音量の作り方、選び方、

タイミングの取り方など、オーケストラの一員として優れた演奏ができることを目指す。 

⑤ 現代音楽の課題がある場合、それに応じて特殊奏法などを学ぶ。 

⑥ 課題曲は基本的にはその年度の、桐朋学園オーケストラの演奏会で取り上げられるものから選び、実際にオーケストラに

出演する上級生はその演奏を通して、それ以外の下級生も、そのパートを学び、場合によってはピアノ伴奏で演奏することに

よって、自分のレパートリーとしていく。 

⑦ オーケストラ・リハーサルの見学。 

自分が出演しない演奏会のリハーサルもパート譜、スコア持参で見学し、リハーサルを見学することでリハーサルがどのように

進められていくのかを学習する。 

【到達目標】 

オーケストラにおけるハープ演奏の技術や知識を学習する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ハープ専攻生必修 

【授業の形式】 

全員一堂に会した中での個人演奏。マスタークラス形式。ディスカッションの場もあり。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス、オーケストラの年間スケジュール発表。前期

のオーケストラ出演者決定。 

2.～11. 譜面、スコア、録音入手、パート譜作り、譜読み、

録音視聴。 

     上級生(出演者)…パート演奏(ピアノ伴奏) 

     下級生…聴講及びリハーサル見学 

12.楽器のメインテナンス、弦在庫の管理。 

13.楽器のメインテナンス、弦在庫の管理。 

14.後期の曲目の譜面などの準備。オーケストラ出演者決

定。 

【事前・事後学習-前期】 

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

1.～6. 録音視聴、パート譜作り、パート演奏（３～６は録音

あるいはピアノ伴奏によるパート演奏） 

7.～10. 録音視聴、パート譜作り、パート演奏。 

11.楽器のメインテナンス、弦在庫の管理。 

12.～14. 録音視聴、パート譜作り、パート演奏。 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

水曜日 17:00-19:30 仙川 404 室、miekoinoue19@ybb.ne.jp 

【教材】 

課題となる曲のスコア、ハープ・パート譜、録音など。 

 

846 ﾊｰﾌﾟ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 篠﨑 史子 特任教授 曜日時限 火 5 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

ハープデュオもしくは、ハープと他の楽器とのデュオから始め、三重奏から七重奏に至るまで、室内楽の心得につながる授業

を進めていきます。 

【到達目標】 

ハープ数台のみならず、他の楽器とのアンサンブルをする力を養い、卒業後あらゆる楽器との演奏が可能になる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

当校の学生には、入学した時点で資格があるとみなします。 

【授業の形式】 

実技演習を中心に授業を進めます。 

１２月に、アンサンブルのコンサートを実施します。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価は出席率と平常点、そして毎年 12 月に行うハープ・アンサンブルのコンサート(発表会)に向かう意識・姿勢を総合的

に判断して行う。 

【授業展開と内容-前期】 

1.講座の内容説明とレベルに応じて勉強する曲目を決める。 

2.生徒をレベル(学年の時もある)に合わせたグループに分

け、３週間で各レベルの曲目のハープ・パートのみを指導

する。前期はなるべくDuo の曲、たとえばフルート・ハープ、

ヴァイオリン・ハープ、ハープ Duo 等。 

3.生徒をレベル(学年の時もある)に合わせたグループに分

け、３週間で各レベルの曲目のハープ・パートのみを指導

する。前期はなるべくDuo の曲、たとえばフルート・ハープ、

ヴァイオリン・ハープ、ハープ Duo 等。 

4.生徒をレベル(学年の時もある)に合わせたグループに分

け、３週間で各レベルの曲目のハープ・パートのみを指導

する。前期はなるべくDuo の曲、たとえばフルート・ハープ、
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845 ﾊｰﾌﾟｵｰｹｽﾄﾗ･ｽﾀﾃﾞｨ 

担当教員 井上 美江子 講師 曜日時限 水 6 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

① チューニングや楽器の管理など、ハープ特有の楽器のメインテナンスに関わる知識、意識の向上を図る。特にオーケストラ

においてのチューニング、またリハーサル、演奏会に向かっての楽器や、スペアー弦の管理の重要性を学ぶ。 

② “マイパート譜作り” 

特にハープにおいて不可欠なペダルの書き込み、音の入りをより正確にするための休みの数え方、ガイドの効果的な書き入

れ方などを学び、それぞれ自分のパート譜を作り保管する。 

③ 入手可能であれば必ず課題の曲の録音を聴き、スコアを見ながらハープパートの入りの確認、前述のガイドの書き入れな

どをした上で、譜読みをして授業に臨む。 

④ 指揮の見方や他の楽器の音を聴くことなど合奏の能力を養うこと、音楽の場面場面に応じた音色、音量の作り方、選び方、

タイミングの取り方など、オーケストラの一員として優れた演奏ができることを目指す。 

⑤ 現代音楽の課題がある場合、それに応じて特殊奏法などを学ぶ。 

⑥ 課題曲は基本的にはその年度の、桐朋学園オーケストラの演奏会で取り上げられるものから選び、実際にオーケストラに

出演する上級生はその演奏を通して、それ以外の下級生も、そのパートを学び、場合によってはピアノ伴奏で演奏することに

よって、自分のレパートリーとしていく。 

⑦ オーケストラ・リハーサルの見学。 

自分が出演しない演奏会のリハーサルもパート譜、スコア持参で見学し、リハーサルを見学することでリハーサルがどのように

進められていくのかを学習する。 

【到達目標】 

オーケストラにおけるハープ演奏の技術や知識を学習する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ハープ専攻生必修 

【授業の形式】 

全員一堂に会した中での個人演奏。マスタークラス形式。ディスカッションの場もあり。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス、オーケストラの年間スケジュール発表。前期

のオーケストラ出演者決定。 

2.～11. 譜面、スコア、録音入手、パート譜作り、譜読み、

録音視聴。 

     上級生(出演者)…パート演奏(ピアノ伴奏) 

     下級生…聴講及びリハーサル見学 

12.楽器のメインテナンス、弦在庫の管理。 

13.楽器のメインテナンス、弦在庫の管理。 

14.後期の曲目の譜面などの準備。オーケストラ出演者決

定。 

【事前・事後学習-前期】 

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

5.パートの勉強が出来た生徒から他の楽器と合わせてみる。 

6.パートの勉強が出来た生徒から他の楽器と合わせてみる。 

7.パートの勉強が出来た生徒から他の楽器と合わせてみる。 

8.再度パートもしくは合わせが必要な生徒は同じ曲を、でき

あがった生徒は次の曲のパートのみの指導をする。 

9.再度パートもしくは合わせが必要な生徒は同じ曲を、でき

あがった生徒は次の曲のパートのみの指導をする。 

10.再度パートもしくは合わせが必要な生徒は同じ曲を、で

きあがった生徒は次の曲のパートのみの指導をする。 

11.13 回目までにひとり２曲ないし３曲の小品の合わせを行

い、レパートリーを持たせる。 

12.13 回目までにひとり２曲ないし３曲の小品の合わせを行

い、レパートリーを持たせる。 

13.13 回目までにひとり２曲ないし３曲の小品の合わせを行

い、レパートリーを持たせる。 

14.12 月のコンサートの曲目(プログラム)を決定し、各自の

勉強の仕方を指導する。 

【事前・事後学習-前期】 

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.～5. 後期はコンサートで演奏する曲の各自のパートを

確実にする為、前期に増して少人数に分けて細かく指導し

ていくが、自分が弾かない時でも必ず出席して聴いている

こと。そうしていることによって曲の解釈を覚えて行く。 

6.～10. 他の楽器と、もしくはハープ同士の合わせをする。

弾いていない生徒には人の演奏を聴いてどのように感じる

か、意見を述べさせる。 

11.コンサート全体の曲目(プログラム)を２回に分けて弾き合

いをさせる。 

12.コンサート全体の曲目(プログラム)を２回に分けて弾き合

いをさせる。 

13.コンサートの反省と今後どのような曲を勉強して行ったら

良いか各自と話し合い、もしくは補うべきところを弾かせて

みる。 

14.コンサートの反省と今後どのような曲を勉強して行ったら

良いか各自と話し合い、もしくは補うべきところを弾かせて

みる。 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

各自のレベルに応じてその都度決定する。 

 

847 ｳｨﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ 

担当教員 

上原 宏 教授 

神田 寛明 教授 

長谷川 潤 教授 

亀井 良信 准教授 

神谷 敏 特任教授 

猶井 正幸 特任教授 

小島 光 特任講師 

曜日時限 土 2 時限 

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

管アンサンブルにおける小編成アンサンブルと異なる、中、大編成合奏でのアンサンブル能力の育成。後期(通常 12 月中)、

Symphonic Winds 演奏会において演奏発表を行う。 

【到達目標】 

継続的に合奏を積み重ねる事で、自分以外の演奏者との協調性（タイミング、リズム、ユニゾン・ハーモニーのイントネーション、

音色感、バランス、席次の役割等）をとりながら各個人の演奏能力を発揮して演奏出来る様になること。数多くの吹奏楽作品に

接してレパートリーを増やし、作曲家や作品についての考察を深め、演奏者、指導者としての基礎知識を増やすこと。ホール

で行われる「まとめの定期演奏会」を通して、作品を時間的、空間的な芸術作品として完成させる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】 

管楽器専攻生、打楽器専攻生、コントラバス専攻生。 

管打楽器専攻生は 1・2 年次必修。 

【授業の形式】 

合奏実習。 

状況に応じて分奏を行う事がある。 

【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.オリエンテーション 

2.吹奏楽の基礎的な作品の合奏①ー1 

・Canterbury Chorale/Roost 

・トイズ・パレード/平山雄一 

・吹奏楽のための「エール・マーチ」/宮下秀樹 

3.吹奏楽の基礎的な作品の合奏①ｰ 2 

・Canterbury Chorale/Roost 

・トイズ・パレード/平山雄一 

・吹奏楽のための「エール・マーチ」/宮下秀樹 

4.吹奏楽の基礎的な作品の合奏②ー1 

・Variations on a Korean Folk Song 

・僕らのインベンション/宮川彬良 

・龍潭譚/佐藤信人（変更の可能性あり） 

5.吹奏楽の基礎的な作品の合奏②ー2 

・Variations on a Korean Folk Song 

・僕らのインベンション/宮川彬良 

・龍潭譚/佐藤信人（変更の可能性あり） 

6.吹奏楽の基礎的な作品の合奏②ー3 

・Variations on a Korean Folk Song 

・僕らのインベンション/宮川彬良 

・龍潭譚/佐藤信人（変更の可能性あり） 

7.吹奏楽の一般的な名曲、管弦楽アレンジ曲の合奏①ー1 

8.吹奏楽の一般的な名曲、管弦楽アレンジ曲の合奏①ー2 

9.吹奏楽の一般的な名曲、管弦楽アレンジ曲の合奏①ー3 

10.難易度の高い曲の合奏①ー1 

11.難易度の高い曲の合奏①ー2 

12.難易度の高い曲の合奏①ー3 

13.難易度の高い曲の合奏①ー4 

14.定期演奏会の楽曲の譜読み①ー1 

（このあたりで学内作曲科の試奏会の可能性あり） 

【事前・事後学習-前期】 

合奏の各楽曲は十分に譜読みを実施してくること。 

欠席、遅刻時には事前にインスペクターに伝えること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.定期演奏会の楽曲の譜読み①ー2 

2.定期演奏会の楽曲の譜読み①ー3 

3.定期演奏会の楽曲の練習① 

4.定期演奏会の楽曲の練習② 

5.定期演奏会の楽曲の練習③ 

6.定期演奏会の楽曲の練習④ 

7.定期演奏会の楽曲の練習⑤ 

8.定期演奏会の楽曲の練習⑥ 

9.定期演奏会の楽曲の集中練習① 

10.定期演奏会の楽曲の集中練習② 
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ヴァイオリン・ハープ、ハープ Duo 等。 

5.パートの勉強が出来た生徒から他の楽器と合わせてみる。 

6.パートの勉強が出来た生徒から他の楽器と合わせてみる。 

7.パートの勉強が出来た生徒から他の楽器と合わせてみる。 

8.再度パートもしくは合わせが必要な生徒は同じ曲を、でき

あがった生徒は次の曲のパートのみの指導をする。 

9.再度パートもしくは合わせが必要な生徒は同じ曲を、でき

あがった生徒は次の曲のパートのみの指導をする。 

10.再度パートもしくは合わせが必要な生徒は同じ曲を、で

きあがった生徒は次の曲のパートのみの指導をする。 

11.13 回目までにひとり２曲ないし３曲の小品の合わせを行

い、レパートリーを持たせる。 

12.13 回目までにひとり２曲ないし３曲の小品の合わせを行

い、レパートリーを持たせる。 

13.13 回目までにひとり２曲ないし３曲の小品の合わせを行

い、レパートリーを持たせる。 

14.12 月のコンサートの曲目(プログラム)を決定し、各自の

勉強の仕方を指導する。 

【事前・事後学習-前期】 

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.～5. 後期はコンサートで演奏する曲の各自のパートを

確実にする為、前期に増して少人数に分けて細かく指導し

ていくが、自分が弾かない時でも必ず出席して聴いている

こと。そうしていることによって曲の解釈を覚えて行く。 

6.～10. 他の楽器と、もしくはハープ同士の合わせをする。

弾いていない生徒には人の演奏を聴いてどのように感じる

か、意見を述べさせる。 

11.コンサート全体の曲目(プログラム)を２回に分けて弾き合

いをさせる。 

12.コンサート全体の曲目(プログラム)を２回に分けて弾き合

いをさせる。 

13.コンサートの反省と今後どのような曲を勉強して行ったら

良いか各自と話し合い、もしくは補うべきところを弾かせて

みる。 

14.コンサートの反省と今後どのような曲を勉強して行ったら

良いか各自と話し合い、もしくは補うべきところを弾かせて

みる。 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

各自のレベルに応じてその都度決定する。 

 

847 ｳｨﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ 

担当教員 

上原 宏 教授 

神田 寛明 教授 

長谷川 潤 教授 

亀井 良信 准教授 

神谷 敏 特任教授 

猶井 正幸 特任教授 

小島 光 特任講師 

曜日時限 土 2 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1～2 年 
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11.定期演奏会の楽曲の集中練習③ 

12.定期演奏会の楽曲の集中練習④ 

13.定期演奏会の楽曲の集中練習⑤ 

14.まとめの定期演奏会（調布・くすのきホール） 

ソリスト・佐藤采香（Eup）予定 

【事前・事後学習-後期】 

合奏の各楽曲は十分に譜読みを実施してくること。 

欠席、遅刻時には事前にインスペクターに伝えること。 

【オフィスアワー】 

月曜日 アネックス（レッスン実施時） 

教員室在室時 

 

853 声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 福永 一博 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

   この授業では、合唱を通じてアンサンブルのあり方を共に学んでいきます。アンサンブルの基本であり、同時に最も大切な

ことは、「耳をひらく」ことです。普段私達は、音楽を演奏する時、ともすると自分にばかり意識が集中しがちで、周りの音が聞こ

えてはいても、本当の意味で聴けていない、ということがよくあります。 

   自分と同じパートの他の人の声によく耳を澄ませ、他のパートの人がどんなメロディを歌い、どんな表現をしようとしている

かを感じとり、それに応じて自分の歌のあり方が決まっていく…そんな「耳をひらく」というトレーニングを、合唱の授業を通じて

行っていけたらと考えています。 

   そして、そうしたトレーニングをする中で、「耳をひらく」という行為が、単に「自分を抑えて他人に合わせる」といった消極的

な行為ではなく、ひとりひとりがしっかりとした自己を主張しながらも、他者を尊重し受け入れることで、調和を保ちながら、結果

的には自分のよさや個性がもっとも生かされることにつながる、真に主体的な行為であることに気付くことが、この授業のねらい

です。 

【到達目標】 

授業の概要に記載 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 大学 1,2 年生を原則としますが、他専攻他学年も応相談とします。 

【授業の形式】 

合唱による実習を主とします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席を最も重視します。 「合唱の夕べ」出演を必須とします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 2.～14. 合唱実習 
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【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示された作品の譜読みを事前に行なってくること。（目安 30-60 分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 合唱実習 14.演奏会（合唱の夕べ） 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示された作品の譜読みを事前に行なってくること。（目安 30-60 分程度） 

【オフィスアワー】 

金曜日 15:30-18:00 調布教員室 

 

854 声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 加藤 洋朗 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

多様・多岐にわたる声楽作品の中より、合唱音楽を通して演奏（アンサンブル）のありかたを学び、その表現の可能性を追求

する。 

 この科目を「合唱」と表記せず、あえて「声楽アンサンブル」と表記する意義は何か？フランス語に由来する“アンサンブル”

は日本語に置き換えると、一般的に“合わせる“と訳す。そこで、「良いアンサンブル」とは何かと考え、演奏の場において、独

立した個々の演奏者がそれぞれの特性や個性の違いを認識し、互いに触発しながら融合していくことを学ぶ。 

「良いアンサンブル」を追求し、自らの向上がアンサンブル全体の向上、充実の一助になり得ることの体験を目指す。このよう

に、合唱音楽による濃密な音楽体験を通し、個々が演奏家としての資質を磨いていくことが、この「声楽アンサンブル」と名付

けられた授業の目的と考える。 

【到達目標】 

アンサンブルの中で独立した個として、優れた演奏者としてのあり方を学びその資質を磨く。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻大学３・４年生を基本とする。また、他専攻の３・４年生も履修できるが、授業内容に対応できる能力を必要とする。担

当講師(加藤)と相談の上判断することを勧める。 

【授業の形式】 

合唱曲の演奏による実習と演奏会への出演。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

年度末に開催される「合唱の夕べ」への出演は単位認定の必須条件となる。ただしこれは対外的な公演となるため、出席状況

や授業への取組みを鑑み出演を許可しない場合がある。また、成績評価には特に出席状況を重視する。（2/3 以上の出席が

あれば単位を認定するという性格の授業ではない。） 

【授業展開と内容-前期】 

1.オリエンテーション 2.～14. 実習 
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11.定期演奏会の楽曲の集中練習③ 

12.定期演奏会の楽曲の集中練習④ 

13.定期演奏会の楽曲の集中練習⑤ 

14.まとめの定期演奏会（調布・くすのきホール） 

ソリスト・佐藤采香（Eup）予定 

【事前・事後学習-後期】 

合奏の各楽曲は十分に譜読みを実施してくること。 

欠席、遅刻時には事前にインスペクターに伝えること。 

【オフィスアワー】 

月曜日 アネックス（レッスン実施時） 

教員室在室時 

 

853 声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

担当教員 福永 一博 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

   この授業では、合唱を通じてアンサンブルのあり方を共に学んでいきます。アンサンブルの基本であり、同時に最も大切な

ことは、「耳をひらく」ことです。普段私達は、音楽を演奏する時、ともすると自分にばかり意識が集中しがちで、周りの音が聞こ

えてはいても、本当の意味で聴けていない、ということがよくあります。 

   自分と同じパートの他の人の声によく耳を澄ませ、他のパートの人がどんなメロディを歌い、どんな表現をしようとしている

かを感じとり、それに応じて自分の歌のあり方が決まっていく…そんな「耳をひらく」というトレーニングを、合唱の授業を通じて

行っていけたらと考えています。 

   そして、そうしたトレーニングをする中で、「耳をひらく」という行為が、単に「自分を抑えて他人に合わせる」といった消極的

な行為ではなく、ひとりひとりがしっかりとした自己を主張しながらも、他者を尊重し受け入れることで、調和を保ちながら、結果

的には自分のよさや個性がもっとも生かされることにつながる、真に主体的な行為であることに気付くことが、この授業のねらい

です。 

【到達目標】 

授業の概要に記載 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 大学 1,2 年生を原則としますが、他専攻他学年も応相談とします。 

【授業の形式】 

合唱による実習を主とします。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席を最も重視します。 「合唱の夕べ」出演を必須とします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 2.～14. 合唱実習 
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【事前・事後学習-前期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 実習 14.学習のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

 

855 ｵﾍﾟﾗｸﾗｽ(水) 

担当教員 

大橋 ゆり 教授 

腰越 満美 教授 

宮本 益光 准教授 

曜日時限 
水 5 時限 

水 6 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

履修初年度は基礎クラスで、モーツァルトのオペラを題材にオペラの演技、歌唱を基礎から学ぶ。それぞれの役柄に応じた舞

台での立ち方・歩き方などの身体表現、作品解釈、またレチタティーヴォ・セッコ、アンサンブルを中心にオペラの表現法、ディ

クション等を学ぶ。後期に発表会を行う。 

上級クラスでは広く伊・独・仏オペラから、各学生の声に合った演目をクラスの担当教員が選び、基礎クラスで学んだ経験を元

に、歌唱表現、ディクション、演技法、作品解釈等を更に深く学ぶ。前期・後期に試験会を行う。 

【到達目標】 

オペラの歌唱法、演技法を学び、将来、オペラの現場で必要な技術、知識を身につける事を目的とする。実習を通して、多く

のスタッフ・キャストと共に作り上げる舞台芸術の成り立ちを学ぶ。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 大学 3 年生・4 年生、ディプロマ生(声楽部会規定による) 

【授業の形式】 

オペラ実習。基礎クラスと上級クラスがあり、それぞれ音楽等全般指導講師とピアニスト、演出家が配され、指導にあたる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.上級・基礎＝演目・キャスト決め 

2.上級・基礎＝音楽稽古 

3.上級・基礎＝音楽稽古 

4.上級・基礎＝音楽稽古 

5.上級＝立ち稽古 基礎＝身体訓練・基礎演技 

6.上級＝立ち稽古 基礎＝身体訓練・基礎演技 

7.上級＝立ち稽古 基礎＝身体訓練・基礎演技 

8.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽古 

9.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽古 

10.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽

古 

11.上級＝立ち稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽古 

12.上級＝立ち稽古 基礎＝立ち稽古 

13.上級＝ＧＰ 基礎＝立ち稽古 
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14.上級＝試演会 基礎＝立ち稽古 

【事前・事後学習-前期】 

作品及び役柄の下調べを十分行う。（自分の演じるシーンだけでなく、オペラ全曲のリブレットを通読する） 

毎回の音楽稽古・立ち稽古での学びを確実に身につけるため、必ず復習する。(目安各６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.上級＝音楽稽古 基礎＝立ち稽古・音楽稽古 

2.上級＝音楽稽古 基礎＝立ち稽古・音楽稽古 

3.上級＝音楽稽古 基礎＝立ち稽古・音楽稽古 

4.上級＝音楽稽古 基礎＝立ち稽古 

5.上級・基礎＝立ち稽古 

6.上級・基礎＝立ち稽古 

7.上級・基礎＝立ち稽古 

8.上級・基礎＝立ち稽古・音楽稽古 

9.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝立ち稽古 

10.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝立ち稽古 

11.上級＝立ち稽古 基礎＝ＧＰ 

12.上級＝立ち稽古 基礎＝発表会 

13.上級＝ＧＰ 基礎＝上級クラスの手伝い 

14.上級＝試演会 基礎＝上級クラスの手伝い 

【事前・事後学習-後期】 

作品及び役柄の下調べを十分行う。（自分の演じるシーンだけでなく、オペラ全曲のリブレットを通読する） 

毎回の音楽稽古・立ち稽古での学びを確実に身につけるため、必ず復習する。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

メールによるアポイント michiamanomami545@docomo.ne.jp 

【教材】 

基礎クラスはモーツァルト「フィガロの結婚」（ベーレンライター版）を購入すること。 

上級クラスは演目が決まり次第、担当教員の指示に従い楽譜を購入する。（ピアノヴォーカルスコア） 

 

856 ｵﾍﾟﾚｯﾀ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ演習 

担当教員 鵜木 絵里 講師 曜日時限 月 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

 前期は、愛唱歌としても親しまれているオペレッタを幅広く演習する。日本語訳が主になる。 

後期は、近来声楽のテクニックを必要とするミュージカル作品を、クラシック発声の範囲を超えることなく演習する。日本語訳、

英語での演習。 

【到達目標】 

前期で一人３曲程度の演習を目標とする。後期もそれに準ずる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻大学 3 年生、4 年生、ディプロマ生 前もって発声をしてくる事が望ましい 

【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 

   ○ ○ ○ 
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【事前・事後学習-前期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【授業展開と内容-後期】 

1.～13. 実習 14.学習のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

 

855 ｵﾍﾟﾗｸﾗｽ(水) 

担当教員 

大橋 ゆり 教授 

腰越 満美 教授 

宮本 益光 准教授 

曜日時限 
水 5 時限 

水 6 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

履修初年度は基礎クラスで、モーツァルトのオペラを題材にオペラの演技、歌唱を基礎から学ぶ。それぞれの役柄に応じた舞

台での立ち方・歩き方などの身体表現、作品解釈、またレチタティーヴォ・セッコ、アンサンブルを中心にオペラの表現法、ディ

クション等を学ぶ。後期に発表会を行う。 

上級クラスでは広く伊・独・仏オペラから、各学生の声に合った演目をクラスの担当教員が選び、基礎クラスで学んだ経験を元

に、歌唱表現、ディクション、演技法、作品解釈等を更に深く学ぶ。前期・後期に試験会を行う。 

【到達目標】 

オペラの歌唱法、演技法を学び、将来、オペラの現場で必要な技術、知識を身につける事を目的とする。実習を通して、多く

のスタッフ・キャストと共に作り上げる舞台芸術の成り立ちを学ぶ。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 大学 3 年生・4 年生、ディプロマ生(声楽部会規定による) 

【授業の形式】 

オペラ実習。基礎クラスと上級クラスがあり、それぞれ音楽等全般指導講師とピアニスト、演出家が配され、指導にあたる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.上級・基礎＝演目・キャスト決め 

2.上級・基礎＝音楽稽古 

3.上級・基礎＝音楽稽古 

4.上級・基礎＝音楽稽古 

5.上級＝立ち稽古 基礎＝身体訓練・基礎演技 

6.上級＝立ち稽古 基礎＝身体訓練・基礎演技 

7.上級＝立ち稽古 基礎＝身体訓練・基礎演技 

8.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽古 

9.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽古 

10.上級＝立ち稽古・音楽稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽

古 

11.上級＝立ち稽古 基礎＝基礎演技・立ち稽古 

12.上級＝立ち稽古 基礎＝立ち稽古 

13.上級＝ＧＰ 基礎＝立ち稽古 
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【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス、譜面についての説明、銘々選曲計画を立て

る。前期は主にオペレッタ作品を中心とする。 

2.選択曲を学ぶ （１）背景について発表すること 

3.選択曲を学ぶ （２） 言葉と作品への理解 

4.選択曲を学ぶ （３） 発音と歌唱確認を中心に 

5.選択曲を学ぶ （４） アコースティックによる奏法を理解

する ＃１確認 

6.選択曲を学ぶ （５） アコースティックによる奏法を理解

する ＃２定着 

7.選択曲を学ぶ （６） アコースティックによる奏法を理解

する ＃３工夫 

8.選択曲を学ぶ （７） 言葉から表現へ 

9.選択曲を学ぶ （８） 音色を掘り下げる ＃１確認 

10.選択曲を学ぶ （９） 音色を掘り下げる ＃２定着 

11.選択曲を学ぶ （１０） 音色を掘り下げる ＃３工夫して

こだわる 

12.選択曲を学ぶ （１１） 作品として自分で表現する ＃１

確認 

13.選択曲を学ぶ （１２） 作品として自分で表現する ＃２

定着と工夫 

14.選択曲を学ぶ （１３） 演習発表会に向けて同じ状態で

歌唱と表現が出来るかを自分で見極める 

【事前・事後学習-前期】 

演習発表者は音取りをしてくる事。発声をしてくる事。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ガイダンス、資料配布、資料視聴により次回からの選曲な

ど 

後期はミュージカル作品やクロスオーヴァー作品を中心に

アンサンブルやソロの選択曲を学ぶ（１）背景について発表

すること 

2.選択曲を学ぶ（２）言葉と作品への理解 

3.選択曲を学ぶ（３）奏法について ＃１前期で学んだ奏法

を用いての歌唱確認 

4.選択曲を学ぶ（４）奏法について ＃２定着 

5.選択曲を学ぶ（５）奏法について ＃３音域による奏法の

理解 

6.選択曲を学ぶ（６）言葉から表現へ 

7.選択曲を学ぶ（７）音色を掘り下げる ＃１確認 

8.選択曲を学ぶ（８）音色を掘り下げる ＃２定着 

9.選択曲を学ぶ（９）音色を掘り下げる ＃３工夫 

10.選択曲を学ぶ（１０）作品として音楽を表現する ＃１確

認 

11.選択曲を学ぶ（１１）作品として音楽を表現する ＃２定

着 

12.選択曲を学ぶ（１２）表現と歌唱のバランスを中心に ＃

１確認 

13.選択曲を学ぶ（１３）表現と歌唱のバランスを中心に ＃

２定着と工夫 

14.選択曲を学ぶ（１４）演習発表会に向けて同じ状態で歌

唱と表現が出来るかを自分で見極める 

【事前・事後学習-後期】 

演習発表者は音取りをして来る事。発表前には発声をしてくる事。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

参考文献(譜面)   

『Die lustigewitwe』(請求記号：C23-688)     Miami: Edwin F Kalmus 

『The pirates of Penzance』(請求記号：B02-711)     London: Chapell 

『12 Lieder und Couplets : Sonderheft "Singspiel-Posse"』(請求記号：C97-245)   Berlin: Dreiklang-Dreimasken Bühnenn-

und Musikverlag 

『Die Fledermaus』(請求記号：B06-260)   Musikverlag Cranz 

『オペレッタ名歌集』(請求記号：C36-621)  音楽之友社 

『オペレッタアリア名曲集』   ドレミ楽譜出版社 
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『50Showstoppers TheBlackBook』 

『50Showstoppers TheWhiteBook』     Wise Publications ( the United States of America ) 

『ShowbyShow  BroadwayMusicals 1950-1959』    Hal Leonard Publishing Corporation 

『AndrewLloydWebber GOLD』     Hal Leonard Publishing Corporation 

『ウエストサイド物語全曲集』(請求記号：C47-174)    全音楽譜出版社 

『The Sound of Music』    YAMAHA MUSIC MEDIA CORPORATION  

『ディズニーソングス』     YAMAHA MUSIC MEDIA CORPORATION 

『MusicalBestCollection ピアノ弾き語り』    Shinko Music Pub. Co. Ltd. 

『The Singer’s Musical Theatre Anthology    Hal Leonard Publishing Corporation 

 

858 女声合唱Ⅰ 

担当教員 友清 崇 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 本授業は、ピアノ専攻の必修科目である。合唱を通じてアンサンブルを学び、ハーモニー感など全体の音色を意識するバラ

ンス感覚を身につけていく。声楽の基本的な発声の習得を目指していき、さらに音楽的表現を学んでいく。ひとりひとりがしっ

かりと歌うことで成り立つ授業のため、授業への取り組む姿勢(出席率、授業態度)については真面目に臨んでもらいたい。 

【到達目標】 

発声法の技術の習得および取り組む合唱曲の演奏の充実。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻 大学１年生（１年次生） 

【授業の形式】 

演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価はおもに出席率によるが、授業中の居眠り、おしゃべりをして話しを聞いていない、楽譜で隠して携帯を見ている、ボ

ーっとして歌っていない、配布した楽譜を持ってこないなど、著しく授業態度に問題を感じ注意喚起をしても改善しない場合

は、単位を認めない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～第 3 回 発声法ついて取り組む。パートを決める。 

4.～第 8 回 易しい曲を使い、発声・発音・アンサンブル等

基礎的な演習。 

9.～第 14 回 主要課題曲に取り組む。随時、季節に合わ

せた曲を追加。合唱を楽しむ。 

14.主要課題曲の仕上げ。後期の曲目準備、全体のまとめ。 

【事前・事後学習-前期】 

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

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 
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【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス、譜面についての説明、銘々選曲計画を立て

る。前期は主にオペレッタ作品を中心とする。 

2.選択曲を学ぶ （１）背景について発表すること 

3.選択曲を学ぶ （２） 言葉と作品への理解 

4.選択曲を学ぶ （３） 発音と歌唱確認を中心に 

5.選択曲を学ぶ （４） アコースティックによる奏法を理解

する ＃１確認 

6.選択曲を学ぶ （５） アコースティックによる奏法を理解

する ＃２定着 

7.選択曲を学ぶ （６） アコースティックによる奏法を理解

する ＃３工夫 

8.選択曲を学ぶ （７） 言葉から表現へ 

9.選択曲を学ぶ （８） 音色を掘り下げる ＃１確認 

10.選択曲を学ぶ （９） 音色を掘り下げる ＃２定着 

11.選択曲を学ぶ （１０） 音色を掘り下げる ＃３工夫して

こだわる 

12.選択曲を学ぶ （１１） 作品として自分で表現する ＃１

確認 

13.選択曲を学ぶ （１２） 作品として自分で表現する ＃２

定着と工夫 

14.選択曲を学ぶ （１３） 演習発表会に向けて同じ状態で

歌唱と表現が出来るかを自分で見極める 

【事前・事後学習-前期】 

演習発表者は音取りをしてくる事。発声をしてくる事。 

【授業展開と内容-後期】 

1.ガイダンス、資料配布、資料視聴により次回からの選曲な

ど 

後期はミュージカル作品やクロスオーヴァー作品を中心に

アンサンブルやソロの選択曲を学ぶ（１）背景について発表

すること 

2.選択曲を学ぶ（２）言葉と作品への理解 

3.選択曲を学ぶ（３）奏法について ＃１前期で学んだ奏法

を用いての歌唱確認 

4.選択曲を学ぶ（４）奏法について ＃２定着 

5.選択曲を学ぶ（５）奏法について ＃３音域による奏法の

理解 

6.選択曲を学ぶ（６）言葉から表現へ 

7.選択曲を学ぶ（７）音色を掘り下げる ＃１確認 

8.選択曲を学ぶ（８）音色を掘り下げる ＃２定着 

9.選択曲を学ぶ（９）音色を掘り下げる ＃３工夫 

10.選択曲を学ぶ（１０）作品として音楽を表現する ＃１確

認 

11.選択曲を学ぶ（１１）作品として音楽を表現する ＃２定

着 

12.選択曲を学ぶ（１２）表現と歌唱のバランスを中心に ＃

１確認 

13.選択曲を学ぶ（１３）表現と歌唱のバランスを中心に ＃

２定着と工夫 

14.選択曲を学ぶ（１４）演習発表会に向けて同じ状態で歌

唱と表現が出来るかを自分で見極める 

【事前・事後学習-後期】 

演習発表者は音取りをして来る事。発表前には発声をしてくる事。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示する 

【教材】 

参考文献(譜面)   

『Die lustigewitwe』(請求記号：C23-688)     Miami: Edwin F Kalmus 

『The pirates of Penzance』(請求記号：B02-711)     London: Chapell 

『12 Lieder und Couplets : Sonderheft "Singspiel-Posse"』(請求記号：C97-245)   Berlin: Dreiklang-Dreimasken Bühnenn-

und Musikverlag 

『Die Fledermaus』(請求記号：B06-260)   Musikverlag Cranz 

『オペレッタ名歌集』(請求記号：C36-621)  音楽之友社 

『オペレッタアリア名曲集』   ドレミ楽譜出版社 
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【授業展開と内容-後期】 

1.～第 9 回 主要課題曲に取り組む。随時、季節に合わせ

た曲を追加。合唱を楽しむ。 

10.～第 14 回 主要課題曲を仕上げる。 

14.全体のまとめ。 

主要課題曲を発表。 

【事前・事後学習-後期】 

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

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【オフィスアワー】 

金曜日授業前後、調布教員室 

 

859 女声合唱Ⅰ 

担当教員 塚田 裕之 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 本授業の履修はピアノ専攻の学生にとって、アンサンブルを学ぶ良い機会となるだろう。合唱音楽を通して、器楽音楽にお

いて最も大切な「歌う」表現を身につけて欲しい。基本的発声の習得を目指し、純粋なハーモニーの美しさを表現する。さらに

母音の明瞭さと、子音の発音の明確さ、そして女声合唱特有の澄んだ響きを作っていく。 

 ２年間の必修期間において教材は幅広く取り上げるが、できる限り多くの時代、また東西の曲を紹介したい。基本的に大学１

年次にはルネサンスからロマン派の作品を主に、また２年次には現代の作品までをとりあげる。声を合わせることの「楽しさ」を

味わうとともに、アンサンブルの力を養っていただきたい。 

【到達目標】 

歌詞を喋る=息を使って歌うを目標に、女声合唱での響きと、美しい発音に結びつける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻 大学 1 年生（1 年次生） 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席状況及び合唱への取り組みを評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～6. 発声・ディクションを中心とした基礎的な演習からア

ンサンブルへと展開する。 

7.～13. 主要な課題曲の分析と歌唱。あわせて各回のテ

ーマにそった曲を学びながらレパートリーを増やしていく。 

13.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】 

事前に指示された楽譜の内容を検討、音源を聴いてくる。授業の内容を復習し関連の楽譜に触れる等、授業との関連を常に
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意識しておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.～9. 主要な課題曲の分析と歌唱。あわせて各回のテー

マにそった曲を学びながらレパートリーを増やしていく。 

10.～14. 主要曲を仕上げる。 

14.授業内容のまとめと今後の課題 

【事前・事後学習-後期】 

事前に指示された楽譜の内容を検討、音源を聴いてくる。授業の内容を復習し関連の書籍に触れる等、授業との関連を常に

意識しておくこと。 

【オフィスアワー】 

金曜日 13 時から 16 時の間 

【教材】 

プリント配布 

 

860 女声合唱Ⅱ 

担当教員 宮本 益光 准教授 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

自らの身体を楽器と化し、音楽の基本ともいえる歌を学び、より良いアンサンブルを模索する。それにより音楽家としての基礎

能力の向上を目指す。合唱における基礎、発声、ハーモニー創り、詩の解釈、発語法など、必要な技術を学び、仲間とともに

音楽を創造する喜びを目指す。 

【到達目標】 

声楽の基礎を理解する。合唱に必要な技術を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻 大学 2 年生(大学 2 年次生)を原則とするが、他専攻他学年も歓迎する。 

【授業の形式】 

合唱による実習と演奏会(「合唱の夕べ」)への出演を主な目的とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

合唱は仲間とともに一つの作品を作り上げるものです。全員で稽古することが必須です。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

パート選別 

基礎訓練と実習 

2.基礎訓練と実習 

3.基礎訓練と実習 

4.基礎訓練と実習 

5.基礎訓練と実習 

6.基礎訓練と実習 

7.基礎訓練と実習 

8.基礎訓練と実習 

9.基礎訓練と実習 

10.基礎訓練と実習 
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【授業展開と内容-後期】 

1.～第 9 回 主要課題曲に取り組む。随時、季節に合わせ

た曲を追加。合唱を楽しむ。 

10.～第 14 回 主要課題曲を仕上げる。 

14.全体のまとめ。 

主要課題曲を発表。 

【事前・事後学習-後期】 

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

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【オフィスアワー】 

金曜日授業前後、調布教員室 

 

859 女声合唱Ⅰ 

担当教員 塚田 裕之 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

 本授業の履修はピアノ専攻の学生にとって、アンサンブルを学ぶ良い機会となるだろう。合唱音楽を通して、器楽音楽にお

いて最も大切な「歌う」表現を身につけて欲しい。基本的発声の習得を目指し、純粋なハーモニーの美しさを表現する。さらに

母音の明瞭さと、子音の発音の明確さ、そして女声合唱特有の澄んだ響きを作っていく。 

 ２年間の必修期間において教材は幅広く取り上げるが、できる限り多くの時代、また東西の曲を紹介したい。基本的に大学１

年次にはルネサンスからロマン派の作品を主に、また２年次には現代の作品までをとりあげる。声を合わせることの「楽しさ」を

味わうとともに、アンサンブルの力を養っていただきたい。 

【到達目標】 

歌詞を喋る=息を使って歌うを目標に、女声合唱での響きと、美しい発音に結びつける。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻 大学 1 年生（1 年次生） 

【授業の形式】 

実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席状況及び合唱への取り組みを評価する。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～6. 発声・ディクションを中心とした基礎的な演習からア

ンサンブルへと展開する。 

7.～13. 主要な課題曲の分析と歌唱。あわせて各回のテ

ーマにそった曲を学びながらレパートリーを増やしていく。 

13.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】 

事前に指示された楽譜の内容を検討、音源を聴いてくる。授業の内容を復習し関連の楽譜に触れる等、授業との関連を常に
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11.基礎訓練と実習 

12.基礎訓練と実習 

13.基礎訓練と実習 

14.前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

 

【授業展開と内容-後期】 

1.基礎訓練と実習 

2.基礎訓練と実習 

3.基礎訓練と実習 

4.基礎訓練と実習 

5.基礎訓練と実習 

6.基礎訓練と実習 

7.基礎訓練と実習 

8.基礎訓練と実習 

9.基礎訓練と実習 

10.基礎訓練と実習 

11.基礎訓練と実習 

12.基礎訓練と実習 

13.基礎訓練と実習 

14.後期まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業時に指示する 

【オフィスアワー】 

金曜日４限前後  

【教材】 

授業時に指示する 

 

861 女声合唱Ⅱ 

担当教員 加藤 洋朗 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

  おそらく人類の歴史の中で最も古くから存在し、最も身近な演奏形態でもあったであろう「うた」を通して、音楽表現のあり方

を追求する科目。主に近・現代の合唱作品に取り組む。独立した個々の演奏者が互いに触発し融合していくアンサンブルの

基本を体験する。音を出す自身の体と心をコントロールし育てていくことが、器楽の演奏上でも大変有効であることを学んでい

きたい。そのために、歌うことに必要な基本的な訓練(発声・発音・ハーモニー等)を行い、同時に「歌い合わせる」ことの楽し

み・歓びを追求する授業を目指す。 

【到達目標】 

身体から音楽を発する歓びと声によるアンサンブルの基礎を体験する。主に邦人作曲家による優れた合唱作品に触れる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻  大学２年生（２年次生）を原則とするが、他専攻他学年も応相談とする。 

【授業の形式】 

合唱による実習と演奏会（「合唱の夕べ」）への出演を主な目標とする。 

【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 

   ○ ○ ○ 

328



 329

【成績評価の要点②】 

出席を最も重視します。 「合唱の夕べ」出演を必須とします。 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 2.～14. 合唱実習 

【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.～13. 合唱実習 14.演奏会（合唱の夕べ） 

【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】 

金曜日 14:00-17:00 調布教員室 

 

862 女声合唱 A 

担当教員 友清 崇 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

基本的な発声法の習得をめざし、そのことがもたらすハーモニーの美しさや純粋さに目をむけてもらう。易しい曲や親しみのあ

る曲から始め、母音の明瞭さと、子音の発音の明確さ、そして女声合唱特有の澄んだ響きも習得してゆく。歌唱を通じて楽曲

を演習していく為、授業への取り組む姿勢(出席率、授業態度)については積極的に臨んでもらいたい。教職課程では必修科

目である。 

【到達目標】 

発声法の技術の習得、合唱曲の演奏の充実。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻以外の女子（但しピアノ専攻の学生は 1・2 年次必修の合唱を修了した者） 

尚、同科目を合計 2 年受講する学生は、女声合唱 A と女声合唱 B を１コマずつ履修することが望ましい。 

女声合唱 A・B 両方を同時に履修することはできない。 

【授業の形式】 

演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価はおもに出席率によるが、授業中の居眠り、おしゃべりをして話しを聞いていない、楽譜で隠して携帯を見ている、ボ

ーっとして歌っていない、配布した楽譜を持ってこないなど、著しく授業態度に問題を感じ注意喚起をしても改善しない場合
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11.基礎訓練と実習 

12.基礎訓練と実習 

13.基礎訓練と実習 

14.前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

 

【授業展開と内容-後期】 

1.基礎訓練と実習 

2.基礎訓練と実習 

3.基礎訓練と実習 

4.基礎訓練と実習 

5.基礎訓練と実習 

6.基礎訓練と実習 

7.基礎訓練と実習 

8.基礎訓練と実習 

9.基礎訓練と実習 

10.基礎訓練と実習 

11.基礎訓練と実習 

12.基礎訓練と実習 

13.基礎訓練と実習 

14.後期まとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業時に指示する 

【オフィスアワー】 

金曜日４限前後  

【教材】 

授業時に指示する 

 

861 女声合唱Ⅱ 

担当教員 加藤 洋朗 講師 曜日時限 金 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

  おそらく人類の歴史の中で最も古くから存在し、最も身近な演奏形態でもあったであろう「うた」を通して、音楽表現のあり方

を追求する科目。主に近・現代の合唱作品に取り組む。独立した個々の演奏者が互いに触発し融合していくアンサンブルの

基本を体験する。音を出す自身の体と心をコントロールし育てていくことが、器楽の演奏上でも大変有効であることを学んでい

きたい。そのために、歌うことに必要な基本的な訓練(発声・発音・ハーモニー等)を行い、同時に「歌い合わせる」ことの楽し

み・歓びを追求する授業を目指す。 

【到達目標】 

身体から音楽を発する歓びと声によるアンサンブルの基礎を体験する。主に邦人作曲家による優れた合唱作品に触れる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

ピアノ専攻  大学２年生（２年次生）を原則とするが、他専攻他学年も応相談とする。 

【授業の形式】 

合唱による実習と演奏会（「合唱の夕べ」）への出演を主な目標とする。 

【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 

   ○ ○ ○ 
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は、単位を認めない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～第 2 回 発声の仕方について取り組む。パートを決め

る。 

3.～第 6 回 易しい曲を使い発声、発音、アンサンブル等

基礎的な実習。 

7.～第 14 回 主要課題曲に取り組む。適時、他の曲も追

加。楽しめる曲等で合唱を楽しむ。 

14.後期の曲目準備、全体のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

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

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～第 8 回 主要課題曲に取り組む。適時、他の曲も追加。 

9.～第 14 回 主要曲を仕上げる。 

14.全体のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【オフィスアワー】 

木曜日授業前後、調布教員室 

 

863 女声合唱 B 

担当教員 福永 一博 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

「合唱」は中世から現代まで続くその長い歴史の中で、時代ごとに、歌われる場所や歌われる内容に応じて様々な様式の変遷

を遂げてきた。一口に「合唱」といっても、そこには広大で多様な世界が広がっている。 

一方で「合唱」という演奏形態は、様々なスタイル・ジャンルの音楽を合唱という形態に取り込みうる包容力の深さがあり、それ

が「合唱」の持つ大きな魅力の一つとなっている。 

本授業では、そのような「合唱」の持つ多様性や奥深さを、演奏を通じて垣間見ることで、「合唱」の魅力に迫る。 

【到達目標】 

授業の概要に記載 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻以外の女子（但しピアノ専攻の学生は 1・2 年次必修の合唱を修了した者）  

尚、同科目を合計 2 年間受講する学生は、A 及び B を 1 コマづつ履修することが望ましい。 

【授業の形式】 

合唱による実習を主とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 
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【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 2.〜14.合唱実習 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示された作品の譜読みを事前に行なってくること。（目安 30-60 分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.〜14.合唱実習 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示された作品の譜読みを事前に行なってくること。（目安 30-60 分程度） 

【オフィスアワー】 

水曜日 14:00-16:30 調布教員室 

 

864 男声合唱 

担当教員 大津 康平 講師 曜日時限 金 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

合唱作品の芸術性・魅力・楽しさを知り、より良い演奏の実現の為に、発声・解釈・アンサンブル的観点等から合唱における基

礎力を身につける。一人一人が奏者としての責任を持つ「個」と、集団で創作していく芸術であることから「和」の両面とも重視

し、合唱を通してコミュニケーション能力・協調性を高めることを目指す。 

【到達目標】 

合唱作品への理解を深め、基礎的な力を身につけ、「合唱の夕べ」にて好演する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

男子学生 

【授業の形式】 

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 パート分け 実習 2.実習(〜第 14 回) 

【事前・事後学習-前期】 

予め楽譜は読み込み、次回に向けて復習をすること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.実習(〜第 13 回) 14.「合唱の夕べ」出演 

【事前・事後学習-後期】 

予め楽譜は読み込み、次回に向けて復習をすること。 

【オフィスアワー】 

金曜 5 限後 調布教員室 
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は、単位を認めない。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～第 2 回 発声の仕方について取り組む。パートを決め

る。 

3.～第 6 回 易しい曲を使い発声、発音、アンサンブル等

基礎的な実習。 

7.～第 14 回 主要課題曲に取り組む。適時、他の曲も追

加。楽しめる曲等で合唱を楽しむ。 

14.後期の曲目準備、全体のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

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

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【授業展開と内容-後期】 

1.～第 8 回 主要課題曲に取り組む。適時、他の曲も追加。 

9.～第 14 回 主要曲を仕上げる。 

14.全体のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

の関連を常に意識しておくこと。（目安３０－６０分程度） 

【オフィスアワー】 

木曜日授業前後、調布教員室 

 

863 女声合唱 B 

担当教員 福永 一博 講師 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

「合唱」は中世から現代まで続くその長い歴史の中で、時代ごとに、歌われる場所や歌われる内容に応じて様々な様式の変遷

を遂げてきた。一口に「合唱」といっても、そこには広大で多様な世界が広がっている。 

一方で「合唱」という演奏形態は、様々なスタイル・ジャンルの音楽を合唱という形態に取り込みうる包容力の深さがあり、それ

が「合唱」の持つ大きな魅力の一つとなっている。 

本授業では、そのような「合唱」の持つ多様性や奥深さを、演奏を通じて垣間見ることで、「合唱」の魅力に迫る。 

【到達目標】 

授業の概要に記載 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻以外の女子（但しピアノ専攻の学生は 1・2 年次必修の合唱を修了した者）  

尚、同科目を合計 2 年間受講する学生は、A 及び B を 1 コマづつ履修することが望ましい。 

【授業の形式】 

合唱による実習を主とする。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 
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865 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(伊) 

担当教員 藤川 泰彰 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

 前期は基礎的な発音の訓練と矯正の意味で、古典イタリア歌曲（アリア）などの中から教材として扱う。イタリア語の基本的な

発音の確認と練習、アクセントの位置の確認、声のポジションの確認、呼吸や様々な筋肉の使い方、日本語の発音との違いな

どを学ぶ。 

 後期は古典から近代までのイタリア歌曲やレチタディーヴォなど幅広く選曲する。 

一回の授業で一曲を履修する予定だが、後期は一曲が数回にわたることがある。履修者が均等に演習できるように配慮する。

また、適宜 Vaccaj などの練習曲を教材として取り扱うことがある。 

 前期・後期同様の授業展開で行う。 

【到達目標】 

①V と B、L と R の発音を区別して歌える。 

②イタリア語固有の発音である gl , gn , sc の発音ができる。 

③F や G(dℨ)を的確に発音できる。 

④consonati sonore e sorde の区別ができる。 

⑤vocali aperte e chiuse の区別ができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻大学２年生、研究生、ディプロマ生、科目等特別履修生。 

（発声練習などで声の準備をしておくこと) 

【授業の形式】 

演習。伴奏者は学校で用意している。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.イタリア語の発音の基本(１)：アルファベットの発音、アク

セント、記号について 

2.以降、実習：曲を仕上げる 

Caro mio ben 

3.Nina 

4.Amarilli 

5.Per la gloria d' adorarvi 

6.Sento nel core 

7.Begli occhi mercè! 

8.Nel cor più non mi sento 

9.Se tu della mia morte 

10.Già il sole dal Gange 

11.Vergin tutto amor 

12.Se tu m' ami 

13.O del mio dolce ardor 

14.学習成果の発表とまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業に臨むにあたって実習する曲やその内容を予習し、自分の中の問題点を整理しておくこと(目安 1 時間程度)。 

毎回、授業で取り上げた課題は以降の実践に活かされるように復習すること(目安 1 時間程度)。 
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日常的にこの分野に対して関心を持つようにこころがけ、仕組みや方法を分析できるように努めること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.イタリア語の発音の基本(２)：発声のメカニズムとイタリア

語について －聞き取り課題－ 

2.Intorno all' idol mio 

3.Piacer d' amor 

4.Vaga luna che inargenti 

5.La promessa 

6.Me voglio fa' na casa 

Recitativo 解説と実習 

7.Recitativo 実習 

8.Recitativo 実習 

9.O del mio amato ben 

10.L' ultima ebbrezza 

11.Sogno 

12.Non t' amo più 

13.各自、選曲した課題を分析 

14.学習成果の発表とまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業に臨むにあたって実習する曲やその内容を予習し、自分の中の問題点を整理しておくこと(目安 1~2 時間程度)。 

毎回、授業で取り上げた課題は以降の実践に活かされるように復習すること(目安 1~2 時間程度)。 

授業内で出される課題は指定期間中に提出すること(目安 1~2 時間程度)。 

日常的にこの分野に対して興味・関心を持つことで仕組みや方法を分析する力を高め、より優れた技術を習得するように心が

けること。 

【オフィスアワー】 

水曜日の授業の前後の時間で対応 

【教材】 

・Recitativo の課題は後期に発表する。 

・例年、特殊な曲を教材とはしないが、選曲された中で数曲を入れ替える場合がある。 

 

866 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(独) 

担当教員 大橋 ゆり 教授 曜日時限 火 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

歌唱のためのドイツ語発音法を学ぶ授業。前期は母音・子音の発音練習を中心に行う。また並行して、比較的平易な曲からリ

ートの実習を始めていく。後期は何曲かのリートを取り上げ、正しい発音・詩の朗読・歌唱を学ぶ。一人ずつ歌う時間をできる

だけとってゆきたい。年度末には、課題曲の歌詞朗読と歌唱を暗譜で行う。 

【到達目標】 

歌唱のための正しいドイツ語発音を習得する。正しい口形や舌の位置、適確な呼気を身につけ、明瞭な発音を保ちつつ声の

流れを妨げない歌唱技術を習得する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 大学 3 年生、ディプロマ生 

【授業の形式】 

演習 
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865 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(伊) 

担当教員 藤川 泰彰 講師 曜日時限 水 2 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

 前期は基礎的な発音の訓練と矯正の意味で、古典イタリア歌曲（アリア）などの中から教材として扱う。イタリア語の基本的な

発音の確認と練習、アクセントの位置の確認、声のポジションの確認、呼吸や様々な筋肉の使い方、日本語の発音との違いな

どを学ぶ。 

 後期は古典から近代までのイタリア歌曲やレチタディーヴォなど幅広く選曲する。 

一回の授業で一曲を履修する予定だが、後期は一曲が数回にわたることがある。履修者が均等に演習できるように配慮する。

また、適宜 Vaccaj などの練習曲を教材として取り扱うことがある。 

 前期・後期同様の授業展開で行う。 

【到達目標】 

①V と B、L と R の発音を区別して歌える。 

②イタリア語固有の発音である gl , gn , sc の発音ができる。 

③F や G(dℨ)を的確に発音できる。 

④consonati sonore e sorde の区別ができる。 

⑤vocali aperte e chiuse の区別ができる。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻大学２年生、研究生、ディプロマ生、科目等特別履修生。 

（発声練習などで声の準備をしておくこと) 

【授業の形式】 

演習。伴奏者は学校で用意している。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.イタリア語の発音の基本(１)：アルファベットの発音、アク

セント、記号について 

2.以降、実習：曲を仕上げる 

Caro mio ben 

3.Nina 

4.Amarilli 

5.Per la gloria d' adorarvi 

6.Sento nel core 

7.Begli occhi mercè! 

8.Nel cor più non mi sento 

9.Se tu della mia morte 

10.Già il sole dal Gange 

11.Vergin tutto amor 

12.Se tu m' ami 

13.O del mio dolce ardor 

14.学習成果の発表とまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

授業に臨むにあたって実習する曲やその内容を予習し、自分の中の問題点を整理しておくこと(目安 1 時間程度)。 

毎回、授業で取り上げた課題は以降の実践に活かされるように復習すること(目安 1 時間程度)。 
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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.ドイツ語のアルファベット・発音記号について 

2.母音の練習 

3.母音の練習 

4.母音の練習、変母音の練習 

5.変母音の練習 

6.二重母音の練習 

7.鼻音の練習 

8.詩の朗読 

9.リートの実習 

10.子音の練習 

11.子音の練習 

12.詩の朗読 

13.リートの実習 

14.リートの実習 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくる事（目安２時間）。毎回授業内容を復習すること（目安 30 分）。歌唱演習に入ってからは、

事前に声をととのえておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.子音の練習 

2.子音の練習 

3.子音の練習 

4.リートの実習 

5.明瞭且つ滑らかな発音の練習 

6.明瞭且つ滑らかな発音の練習 

7.詩の朗読 

8.詩の朗読 

9.リートの実習 

10.リートの実習 

11.詩の朗読、リートの実習 

12.詩の朗読、リートの実習 

13.詩の朗読、リートの実習 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくる事（目安２時間）。毎回授業内容を復習すること（目安 30 分）。歌唱演習に入ってからは、

事前に声をととのえておくこと。 

【オフィスアワー】 

火曜日 調布教室にて授業後に時間を確保する。 

【テキスト】 

1.歌唱のためのドイツ語発音法 髙折 續  

備考：WR04-901 

【教材】 

独和辞典（発音がカタカナ表記のものは不可） 

ドイツ・リート（授業時に適宜指示する） 

 

867 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(仏) 

担当教員 駒井 ゆり子 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 
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【授業の概要】 

この授業では、フランス歌曲を歌うに必要な、舞台語としてのフランス語発音法を会得することを目的としている。明確な理解と

実践を助けるため、発音記号による指導も行うがそこに依存しないよう、発音記号付きの楽譜は使用しない。    

前期は、フランス語ディクションを中心に、後期は歌曲演習として、それぞれの声とキャラクターにあった作品を提供し、取り組

んでいく。フランス歌曲は、文学、美術、時代、風俗と密接な係わりがあるため、取り上げる作品の背景を理解出来るよう、多角

的に歌曲を捉えていく。 

【到達目標】 

第一の目標は、何よりもまずフランス歌曲に興味を持って接してもらい、好きになってもらうこと。   

第二の目標は、学生一人一人が、自分に合ったフランス歌曲を自らの力で探し、勉強の方法を心得ていることで必要な情報

を集め、集めた情報から表現方法を探り、的確なテクニックで歌うことが出来ると自覚することである。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし。 

【授業の形式】 

前期後期とも、最初の数回は講義のみ。その後は毎回講義と演習となる。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.フランス語の読み方、発音についての講義① 

2.フランス語の読み方、発音についての講義② 

3.フランス詩の朗読とフランスの童謡を使用し、歌唱の実

践 。   

「Au clair de la lune」   

「Sur le pont d’Avignon」 

「Frère Jacques」 

4.課題曲Ⅰ  

Nuit d’étoiles  (Debussy) ① 

5.課題曲Ⅰ  

Nuit d’étoiles  (Debussy) ② 

6.課題曲Ⅰ  

Nuit d’étoiles  (Debussy) ③ 

7.課題曲Ⅲ   

Après un rêve (Fauré) ① 

8.課題曲Ⅲ   

Après un rêve (Fauré) ② 

9.課題曲Ⅲ   

Après un rêve (Fauré) ③ 

10.課題曲Ⅲ   

Si tu le veux (Koechlin) ① 

11.課題曲Ⅲ   

Si tu le veux (Koechlin) ② 

12.課題曲Ⅲ   

Si tu le veux (Koechlin) ③ 

13.課題曲Ⅳ   

Viens! les gazons sont verts（Gounod） 

14.上記の課題曲の中から気に入ったものを１曲発表する。   

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を復習してくること。 

課題になっている曲を最低限音楽としてさらうこと。言葉が難しいことは理解しているので、それ以外のことはできるようにして

から授業に臨みたい。(目安各 3０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.フランス詩法、フランス詩史（ロマン派からシュールレアリ

スムまで）についての講義。 

2.フランス歌曲史を録音資料と共に歩む。 

3.演習１    

演習形式で授業を進める。一回の授業で２人（最大 3 人ま

で）に実践してもらう。    

割り当てられた曲の背景、また作曲家、詩人の人生や曲の

スタイルを学びながら、正しいディクションで歌うために必要

なテクニックを習得する。今年はフォーレ、ケックランの記念

年なので、今まで取り上げなかった作品も積極的に組み込
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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.ドイツ語のアルファベット・発音記号について 

2.母音の練習 

3.母音の練習 

4.母音の練習、変母音の練習 

5.変母音の練習 

6.二重母音の練習 

7.鼻音の練習 

8.詩の朗読 

9.リートの実習 

10.子音の練習 

11.子音の練習 

12.詩の朗読 

13.リートの実習 

14.リートの実習 

【事前・事後学習-前期】 

授業内で指示した内容を予習してくる事（目安２時間）。毎回授業内容を復習すること（目安 30 分）。歌唱演習に入ってからは、

事前に声をととのえておくこと。 

【授業展開と内容-後期】 

1.子音の練習 

2.子音の練習 

3.子音の練習 

4.リートの実習 

5.明瞭且つ滑らかな発音の練習 

6.明瞭且つ滑らかな発音の練習 

7.詩の朗読 

8.詩の朗読 

9.リートの実習 

10.リートの実習 

11.詩の朗読、リートの実習 

12.詩の朗読、リートの実習 

13.詩の朗読、リートの実習 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

授業内で指示した内容を予習してくる事（目安２時間）。毎回授業内容を復習すること（目安 30 分）。歌唱演習に入ってからは、

事前に声をととのえておくこと。 

【オフィスアワー】 

火曜日 調布教室にて授業後に時間を確保する。 

【テキスト】 

1.歌唱のためのドイツ語発音法 髙折 續  

備考：WR04-901 

【教材】 

独和辞典（発音がカタカナ表記のものは不可） 

ドイツ・リート（授業時に適宜指示する） 

 

867 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(仏) 

担当教員 駒井 ゆり子 講師 曜日時限 木 5 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 
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んでいく。 

4.演習 2 

5.演習 3 

6.演習 4 

7.演習 5 

8.演習 6 

9.演習 7 

10.演習 8 

11.演習 9 

12.演習 10 

13.演習 11 

14.後期演目の中から 1 曲、または２曲の発表。レポート提

出。 

【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。譜読みは絶対です。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目

安各６０分) 

【オフィスアワー】 

メールで連絡してください。info@komaiyuriko.com 

 

868 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(日) 

担当教員 宮本 益光 准教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

日本語の音声学・音韻論を理解し、舞台語発音としていかに機能させるべきかを習得する。唱歌、日本歌曲、日本語訳詞に

よる作品など、日本語の歌詞を持つ作品をテキストとし、演習形式で発語の実際を学ぶ。また、発語と発声の良好な関係を築

くことができるよう研究することも目的とする。日本歌曲史についても触れていく。 

【到達目標】 

日本語の音声学・音韻論の基礎を習得する。自らの歌唱法を駆使しつつ、日本語歌詞を舞台語として発語できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 3・4 年生 

【授業の形式】 

演習形式で行う。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

小学唱歌集 

2.瀧廉太郎作品 

3.小松耕輔・梁田貞・本居長世・中山晋平作品 

4.山田耕筰作品 1 

5.山田耕筰作品 2 

6.山田耕筰作品 3 

7.信時潔作品 

8.弘田龍太郎・成田為三作品 

9.橋本国彦作品 

10.平井康三郎作品 

11.清水脩・高田三郎作品 

12.石桁真礼生作品 

13.自由課題による実習 
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14.授業内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

楽譜はこちらで準備、配布します。配布したものに関してはそれぞれが演奏できるよう、あらかじめ学習してくることを希望しま

す。 

【授業展開と内容-後期】 

1.中田喜直作品 1 

2.中田喜直作品 2 

3.團伊玖磨作品 1 

4.團伊玖磨作品 2 

5.大中恩作品 

6.湯山昭作品 

7.三善晃作品 

8.昭和の文部省唱歌 

9.木下牧子作品 

10.信長貴富作品 

11.加藤昌則作品 

12.自由課題による実習 

13.自由課題による実習 

14.今後の課題と発展について 

【事前・事後学習-後期】 

楽譜はこちらで準備、配布します。配布したものに関してはそれぞれが演奏できるよう、あらかじめ学習してくることを希望しま

す。 

【オフィスアワー】 

授業時に指示します。 

【教材】 

基本的にこちらから配布します。詳細は授業時に指示します。 

 

869 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(露) 

担当教員 渡部 智也 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

この授業ではロシア歌曲、ロシアオペラを歌うにあたり、あるいは詩を朗読するにあたり、必要なロシア語の読み方を学びます。

発音については、前期はロシア語を読み方になれるまで、発音をカタカナ、またはアルファベットで変換して説明しますが、後

期からは変換無しで読めるようにします。曲目は前期は比較的平易な歌曲（課題曲）、後期は代表的なロシア人作曲家の歌

曲（複数から選択）を取り上げます。 

【到達目標】 

ロシア語による詩の朗読、歌唱 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学１年以上の声楽専攻生、および大学１年以上のすべての専攻生 

【授業の形式】 

演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 
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んでいく。 

4.演習 2 

5.演習 3 

6.演習 4 

7.演習 5 

8.演習 6 

9.演習 7 

10.演習 8 

11.演習 9 

12.演習 10 

13.演習 11 

14.後期演目の中から 1 曲、または２曲の発表。レポート提

出。 

【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。譜読みは絶対です。原則として、授業で出す課題等によって復習を行うこと。(目

安各６０分) 

【オフィスアワー】 

メールで連絡してください。info@komaiyuriko.com 

 

868 ﾃﾞｨｸｼｮﾝ(日) 

担当教員 宮本 益光 准教授 曜日時限 金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

日本語の音声学・音韻論を理解し、舞台語発音としていかに機能させるべきかを習得する。唱歌、日本歌曲、日本語訳詞に

よる作品など、日本語の歌詞を持つ作品をテキストとし、演習形式で発語の実際を学ぶ。また、発語と発声の良好な関係を築

くことができるよう研究することも目的とする。日本歌曲史についても触れていく。 

【到達目標】 

日本語の音声学・音韻論の基礎を習得する。自らの歌唱法を駆使しつつ、日本語歌詞を舞台語として発語できるようにする。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

声楽専攻 3・4 年生 

【授業の形式】 

演習形式で行う。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

小学唱歌集 

2.瀧廉太郎作品 

3.小松耕輔・梁田貞・本居長世・中山晋平作品 

4.山田耕筰作品 1 

5.山田耕筰作品 2 

6.山田耕筰作品 3 

7.信時潔作品 

8.弘田龍太郎・成田為三作品 

9.橋本国彦作品 

10.平井康三郎作品 

11.清水脩・高田三郎作品 

12.石桁真礼生作品 

13.自由課題による実習 
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【授業展開と内容-前期】 

1.ロシア語の発音について 

2.課題曲①チャイコフスキー「ただ憧れを知るものだけが」

について 

3.課題曲①の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

4.歌唱、朗読練習  まとめ 

5.課題曲②ラフマニノフ「夢」（作品８の５）について 

6.課題曲②の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

7.歌唱、朗読練習  まとめ 

8.課題曲③ダルゴムィシスキー「若者と乙女」について 

9.課題曲③の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

10.歌唱、朗読練習  まとめ 

11.課題曲④ラフマニノフ「リラ」について 

12.課題曲④の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

13.歌唱、朗読練習  まとめ 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、課題の曲を練習しておくこと。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.チャイコフスキー、ラフマニノフ  曲を選択しロシア語を

読む 

2.選択曲の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

3.歌唱、朗読練習 

4.歌唱、朗読練習  まとめ 

5.グリンカ、ダルゴムィシスキー 曲を選択しロシア語を読む 

6.選択曲の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

7.歌唱、朗読練習 

8.歌唱、朗読練習 まとめ 

9.ロシア五人組   曲を選択しロシア語を読む 

10.選択曲の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

11.歌唱、朗読練習 

12.歌唱、朗読練習 まとめ 

13.後期学習内容のまとめ① 

14.後期学習内容のまとめ② 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、課題の曲を練習しておくこと。また授業でとりあげた作曲家の代表的な歌曲

を聞き理解を深めておくこと。(目安３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

木曜日調布教室にて授業前後に時間を確保します 

【テキスト】 

1.ロシア歌曲集Ⅰ（第 3 版） 小野光子 2014 年 \2,600 978-4-11-714921-0  

備考：C46-157 

【教材】 

ロシア歌曲集 2 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-714901-2 

グリンカ歌曲集 川本伸子 編 全音 ISBN978-4-11-714602-8  

チャイコフスキー歌曲集 1 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-714600-4 

チャイコフスキー歌曲集 2 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-714621-9  

ムソルグスキー歌曲集 岸本力 編 全音 ISBN978-4-11-714601-1 

リムスキイ=コルサコフ歌曲集 川本伸子 編 全音 ISBN978-4-11-714605-9 

ラフマニノフ歌曲選集 岸本力 編 カワイ出版 ISBN 978-4-7609-4141-4 

ラフマニノフ歌曲選集 2 岸本力 編 カワイ出版 ISBN 978-4-7609-4172-8 

ロシアオペラ・アリア選集 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-717125-9 
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871 室内楽講座 A(ﾋﾟｱﾉ) 

担当教員 藤井 一興 特任教授 曜日時限 火 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

【授業の概要】 

ピアノと管弦打楽器（声楽・2 台ピアノも含む）との重奏の研究。 

共演者とのテクスチュアは、先ず相手の音を聴き、ただちにそれを自分の楽器と呼応する能力が必要である。 

共有する上拍の間隔は下拍のポイントをサポートするアーティストに委ねられる。 

美しい音程、ボーイング、アーティキュレーション、そして互いの適切な発音を予知する能力。それらを時代・様式に応じバロッ

ク・古典・ロマン派・近現代に対応しうる様式的美学も研究されたい。 

【到達目標】 

基本的なハーモニー感・リズム感・楽式感は、しっかり押さえつつ、呼吸も勉強していきたい。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

特になし 

【授業の形式】 

クラス授業の中で限りなく一人一人個人の問題を様々な角度から解明したい。 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価はおもに出席率や平常点を総合的に判断して行う。 

【授業展開と内容-前期】 

1.～14. ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン諸作品の中から 

【事前・事後学習-前期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【授業展開と内容-後期】 

1.～14. ロマン派以降以降現代までの諸作品 

【事前・事後学習-後期】 

次回の授業までに質問事項などがあればまとめて来ること。  

【オフィスアワー】 

授業の前後 調布教員室  
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【授業展開と内容-前期】 

1.ロシア語の発音について 

2.課題曲①チャイコフスキー「ただ憧れを知るものだけが」

について 

3.課題曲①の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

4.歌唱、朗読練習  まとめ 

5.課題曲②ラフマニノフ「夢」（作品８の５）について 

6.課題曲②の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

7.歌唱、朗読練習  まとめ 

8.課題曲③ダルゴムィシスキー「若者と乙女」について 

9.課題曲③の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

10.歌唱、朗読練習  まとめ 

11.課題曲④ラフマニノフ「リラ」について 

12.課題曲④の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

13.歌唱、朗読練習  まとめ 

14.前期学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、課題の曲を練習しておくこと。(目安３０－６０分) 

【授業展開と内容-後期】 

1.チャイコフスキー、ラフマニノフ  曲を選択しロシア語を

読む 

2.選択曲の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

3.歌唱、朗読練習 

4.歌唱、朗読練習  まとめ 

5.グリンカ、ダルゴムィシスキー 曲を選択しロシア語を読む 

6.選択曲の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

7.歌唱、朗読練習 

8.歌唱、朗読練習 まとめ 

9.ロシア五人組   曲を選択しロシア語を読む 

10.選択曲の詩を朗読  リズム読み  歌唱練習 

11.歌唱、朗読練習 

12.歌唱、朗読練習 まとめ 

13.後期学習内容のまとめ① 

14.後期学習内容のまとめ② 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、課題の曲を練習しておくこと。また授業でとりあげた作曲家の代表的な歌曲

を聞き理解を深めておくこと。(目安３０－６０分) 

【オフィスアワー】 

木曜日調布教室にて授業前後に時間を確保します 

【テキスト】 

1.ロシア歌曲集Ⅰ（第 3 版） 小野光子 2014 年 \2,600 978-4-11-714921-0  

備考：C46-157 

【教材】 

ロシア歌曲集 2 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-714901-2 

グリンカ歌曲集 川本伸子 編 全音 ISBN978-4-11-714602-8  

チャイコフスキー歌曲集 1 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-714600-4 

チャイコフスキー歌曲集 2 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-714621-9  

ムソルグスキー歌曲集 岸本力 編 全音 ISBN978-4-11-714601-1 

リムスキイ=コルサコフ歌曲集 川本伸子 編 全音 ISBN978-4-11-714605-9 

ラフマニノフ歌曲選集 岸本力 編 カワイ出版 ISBN 978-4-7609-4141-4 

ラフマニノフ歌曲選集 2 岸本力 編 カワイ出版 ISBN 978-4-7609-4172-8 

ロシアオペラ・アリア選集 小野光子 編 全音 ISBN978-4-11-717125-9 

 

339



 340

873～875 指揮法 A･B･C 

担当教員 高山 美佳 講師 曜日時限 

木 3 時限 

金 2 時限 

金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

〈指揮の実習〉  

指揮を振るための基本的な姿勢（バトンテクニック、音楽表現の方法など）を学びながら、音楽家にとって大切なコミュニケーシ

ョン力を高める。（指揮を振る側と、演奏する側の両方を体験する）  

斎藤秀雄の伝統をしっかりと伝えながら、指揮を振ることの本当の難しさ（音を出さないで相手に伝えることなど）を体感し、音

楽人生に生かしてもらう。また、様々なことに耳を傾け、更に視野を広げて頂きたい。 

【到達目標】 

・指揮法教程を中心に、様々な拍子を振れるように学ぶ。  

・オーケストラを振る度胸を付ける。  

・指揮を振ることを通して、それぞれの専門楽器に視点を変えて生かす。 

・仲間と協力し合いながら、奏者集め〜発表に至るまでのプロセスを考える。  

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学 3 年生以上 

【授業の形式】 

演習、講義、視聴など 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席・平常点・授業のまとめを総合的に勘案して成績評価をする。 特に出席重視（遅刻に関しても） 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入（指揮法の授業を始めるにあたっての講義）  

実力チェック  

DVD 視聴  

ウォーミングアップ 

2.脱力&練習曲第 1 番 

3.練習曲第 1 番&第 2 番 

4.練習曲第 2 番&第 3 番 

5.練習曲第 3 番&第 4 番 

6.練習曲第 4 番&第 5 番 

7.ベートーヴェン交響曲第 1 番&練習曲第 6 番 

8.練習曲第 6 番&第 7 番 

9.練習曲第 7 番&第 8 番 

10.ワルツ打法（美しく青きドナウ、他シュトラウス作品など） 

11.簡単な変拍子の曲など（ウエストサイドストーリー・ディベ

ルティメント・春の祭典） 

12.全練習曲の復習 

13.学習内容のまとめ 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解すること。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を指

定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。よく分からないことは質問すること。(目安各６０分) 
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【授業展開と内容-後期】 

1.ピアノ曲を振る（ブルクミュラー） 

2.ピアノ曲を振る（ベートーヴェン・ショパン・シューマンなど） 

3.ピアノ曲を振る&発表グループ決め 

4.DVD 視聴&グループ曲決め&発表日決め 

5.弦合奏を振る&グループ発表準備 

6.グループ発表① 

7.グループ発表② 

8.グループ発表③ 

9.グループ発表④ 

10.グループ発表⑤ 

11.グループ発表⑥ 

12.学習内容のまとめ対策 

13.学習内容のまとめ対策（グループ発表ごとに） 

14.1 年間の学習内容のまとめ（オーケストラ指揮） 

【事前・事後学習-後期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解すること。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を指

定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。よく分からないことは質問すること。(目安各６０分) 

【オフィスアワー】 

木曜日・金曜日  昼休み 教員室・調布 008 室 

【テキスト】 

1.指揮法教程【改訂新版】 斎藤秀雄 2010 年 \2,916 9784276141100  

【教材】 

スコア（運命・美しく青きドナウなど） 

【その他】 

出席日数の足りない学生や諸事情により試験を受けられなかった学生においては、レポート提出を課し補填出来るよう工夫す

る予定。 

 

951～954 オーケストラ 

担当教員 

蠣崎 耕三 教授 

長谷川 潤 教授 

亀井 良信 准教授 

倉田 優 講師 

神谷 敏 特任教授 

猶井 正幸 特任教授 

小島 光 特任講師 

近藤 高顕 特任講師 

曜日時限 

木 5 時限 

木 6 時限 

金 4 時限 

金 5 時限 

実施キャンパス 仙川 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

【定時オケ】  は、毎週決まった曜日に行う授業。 

「Ｂ(中級)オケ(木曜日Ⅴ・Ⅵ)」、「Ｃオケ(金曜日Ⅳ・Ⅴ)」の２つを設定する。 

【特定オケ】  は、演奏会に向けて決めた練習日程（8 回以上）を行い、本番を行う。 

【到達目標】 

Ｂ(中級)オケ：古典からロマン派、近代へとレパートリーの幅を広げ、オーケストラ演奏に不可欠なアンサンブル能力や奏法を

学び、楽曲に対する理解を深める。 
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873～875 指揮法 A･B･C 

担当教員 高山 美佳 講師 曜日時限 

木 3 時限 

金 2 時限 

金 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 3 年～ 

 

【授業の概要】 

〈指揮の実習〉  

指揮を振るための基本的な姿勢（バトンテクニック、音楽表現の方法など）を学びながら、音楽家にとって大切なコミュニケーシ

ョン力を高める。（指揮を振る側と、演奏する側の両方を体験する）  

斎藤秀雄の伝統をしっかりと伝えながら、指揮を振ることの本当の難しさ（音を出さないで相手に伝えることなど）を体感し、音

楽人生に生かしてもらう。また、様々なことに耳を傾け、更に視野を広げて頂きたい。 

【到達目標】 

・指揮法教程を中心に、様々な拍子を振れるように学ぶ。  

・オーケストラを振る度胸を付ける。  

・指揮を振ることを通して、それぞれの専門楽器に視点を変えて生かす。 

・仲間と協力し合いながら、奏者集め〜発表に至るまでのプロセスを考える。  

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

大学 3 年生以上 

【授業の形式】 

演習、講義、視聴など 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

○   ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

出席・平常点・授業のまとめを総合的に勘案して成績評価をする。 特に出席重視（遅刻に関しても） 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入（指揮法の授業を始めるにあたっての講義）  

実力チェック  

DVD 視聴  

ウォーミングアップ 

2.脱力&練習曲第 1 番 

3.練習曲第 1 番&第 2 番 

4.練習曲第 2 番&第 3 番 

5.練習曲第 3 番&第 4 番 

6.練習曲第 4 番&第 5 番 

7.ベートーヴェン交響曲第 1 番&練習曲第 6 番 

8.練習曲第 6 番&第 7 番 

9.練習曲第 7 番&第 8 番 

10.ワルツ打法（美しく青きドナウ、他シュトラウス作品など） 

11.簡単な変拍子の曲など（ウエストサイドストーリー・ディベ

ルティメント・春の祭典） 

12.全練習曲の復習 

13.学習内容のまとめ 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-前期】 

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解すること。次回の授業に向けて、予め読んでおく資料を指

定することもあるので、そのような場合には必ず準備をしてくること。よく分からないことは質問すること。(目安各６０分) 
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Ｃ(基礎)オケ：主に古典を中心とした楽曲を取り上げ、弦・管打分奏による授業を行いながら、オーケストラ実習に必要な様々

な基礎を学習する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

定時(Ｂオケ)  木曜日Ⅴ、Ⅵ時限  弦楽器(大１Ａ、  大２Ｂ) 管打ハープ(年度当初に発表) 

定時(Ｃオケ)  金曜日Ⅳ、Ⅴ時限  弦楽器(高３弦、大１Ｂ) 管打ハープ(年度当初に発表) 

特定(Ⅰ，Ⅱなど)  オケごとに設定原則 18-21 時  弦楽器(エントリー) 管打ハープ(担当教員による指名) 

【授業の形式】 

合奏実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価はおもに出席率や平常点を総合的に判断して行う。特に出席を重視する。無断での欠席、遅刻は認めない。 

【事前・事後学習-前期】 

演奏する楽曲のスコアや音源などを利用して合奏や分奏への準備をしておく。 

【事前・事後学習-後期】 

演奏する楽曲のスコアや音源などを利用して合奏や分奏への準備をしておく。 

【オフィスアワー】 

オーケストラ授業の前後、仙川教員室で。 

【教材】 

授業時に指示する（特定オケ：別途掲示する） 

 

608,609 作曲法演習 EⅠ合唱曲(前期),(後期) 

担当教員 鈴木 輝昭 教授 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

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

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

体的な編作法を習得してゆく。 

【到達目標】 

＜前期＞音楽的内容、本質的価値の伴った合唱編曲作品の実現。 

＜後期＞音楽的内容、本質的価値の伴った合唱編曲および創作曲の実現。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

〈編作芸術〉の作曲専攻生及び副専攻生を対象とする。 

【授業の形式】 

講義/演習 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○ ○ ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.ガイダンス 

2.声楽法解説。言語と旋律に関する考察。旋律と和声に関

する考察。 

言葉とフレーズに関する考察。具体的な実習。 

3.声楽法解説。言語と旋律に関する考察。旋律と和声に関

する考察。 

言葉とフレーズに関する考察。具体的な実習。 

4.声楽法解説。言語と旋律に関する考察。旋律と和声に関

する考察。 

言葉とフレーズに関する考察。具体的な実習。 

5.声楽法解説。言語と旋律に関する考察。旋律と和声に関

する考察。 

言葉とフレーズに関する考察。具体的な実習。 

6.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

7.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

8.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

9.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

10.日本の唱歌、名曲の分析と、その編曲の実施。検証。 

11.キリスト教音楽、宗教作品の分析と、その編曲の実施。

検証。 

12.キリスト教音楽、宗教作品の分析と、その編曲の実施。

検証。 

13.キリスト教音楽、宗教作品の分析と、その編曲の実施。

検証。 

14.実際の演奏による発表。 

【事前・事後学習-前期】 

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

【授業展開と内容-後期】 

1.ガイダンス 

2.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

3.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

4.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

5.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

6.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

7.日本の民謡、歌曲などを素材とした合唱作品の作成。 

8.ラテン語による単旋聖歌の合唱編曲への試み。 

9.ラテン語による単旋聖歌の合唱編曲への試み。 

10.ラテン語による単旋聖歌の合唱編曲への試み。 

11.日本の古典文学~現代詩をテキストとした創作合唱曲の

作成。 

12.日本の古典文学~現代詩をテキストとした創作合唱曲の

作成。 

13.日本の古典文学~現代詩をテキストとした創作合唱曲の

作成。 

14.実際の演奏による作品発表。 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

水曜日 ５限後 調布教員室 

【教材】 

適宜指示及び配布。 
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Ｃ(基礎)オケ：主に古典を中心とした楽曲を取り上げ、弦・管打分奏による授業を行いながら、オーケストラ実習に必要な様々

な基礎を学習する。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

定時(Ｂオケ)  木曜日Ⅴ、Ⅵ時限  弦楽器(大１Ａ、  大２Ｂ) 管打ハープ(年度当初に発表) 

定時(Ｃオケ)  金曜日Ⅳ、Ⅴ時限  弦楽器(高３弦、大１Ｂ) 管打ハープ(年度当初に発表) 

特定(Ⅰ，Ⅱなど)  オケごとに設定原則 18-21 時  弦楽器(エントリー) 管打ハープ(担当教員による指名) 

【授業の形式】 

合奏実習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

    ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

成績評価はおもに出席率や平常点を総合的に判断して行う。特に出席を重視する。無断での欠席、遅刻は認めない。 

【事前・事後学習-前期】 

演奏する楽曲のスコアや音源などを利用して合奏や分奏への準備をしておく。 

【事前・事後学習-後期】 

演奏する楽曲のスコアや音源などを利用して合奏や分奏への準備をしておく。 

【オフィスアワー】 

オーケストラ授業の前後、仙川教員室で。 

【教材】 

授業時に指示する（特定オケ：別途掲示する） 

 

608,609 作曲法演習 EⅠ合唱曲(前期),(後期) 

担当教員 鈴木 輝昭 教授 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

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

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

体的な編作法を習得してゆく。 

【到達目標】 

＜前期＞音楽的内容、本質的価値の伴った合唱編曲作品の実現。 

＜後期＞音楽的内容、本質的価値の伴った合唱編曲および創作曲の実現。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

〈編作芸術〉の作曲専攻生及び副専攻生を対象とする。 

【授業の形式】 

講義/演習 
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612 作曲法演習 DⅠ指揮基礎 

担当教員 村上 寿昭 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

身に付ける。 

【到達目標】 

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

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（編作）および副専攻生（編作） 

【授業の形式】 

演習、講義、視聴 

【成績評価の要点①】 

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.  実習 

【事前・事後学習-前期】 

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

【授業展開と内容-後期】 

1.～14.  実習 14.学習のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

LINE にて自由に質問、意見を受け付けます。 

【テキスト】 

1.指揮法教程 斉藤秀雄  

 

814 ﾋﾟｱﾉ･ﾘﾃﾗﾁｭｱ 

担当教員 楠原 祥子 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

<〜ショパンの表現〜> 
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ピアノ音楽においてショパンの存在は非常に大きい。この授業ではショパン作品を主軸に据えて、どのように表現していくかを

緻密に学んでいく。 

ピアニズム、様式、書法、他のロマン派の作曲家との関連性、バロック〜古典派やオペラからショパンが受けた影響、ドビュッシ

ー・スクリアビンなどショパンが与えた影響へと発展させていく。 

また、後期は 10 月にワルシャワで開催される「ショパン国際コンクール」をレポートして、どのようなショパン演奏が出現するか、

特筆すべき表現、時代と演奏のマッチングといった演奏論も展開する。感性に加えて、知性、情熱ある演奏のためのリテラチ

ュア。 

ショパンの表現の視点は以下に凝縮する。 

・芸術化の手法：エチュード、バラード、スケルツォなど 

・精神性の反映：ポロネーズ 

・ベル・カントのピアノ奏法：ノクターン 

・創作の根源：舞曲（ポロネーズ、マズルカ、遺作ワルツ） 

【到達目標】 

ピアニストとして演奏のために、知識を蓄え、豊かなインスピレーションや洗練された感覚を磨く手段を得ること。ロマン派の作

品を理解すること。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

主にピアノ専攻学生。他ショパンが好きな学生なら誰でも歓迎。 

【授業の形式】 

講義と実演。全員参加型。演奏や意見を出し合う積極性も表現のうちとする。 

【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.ガイダンスと年間授業予定の紹介 

2.ショパンの楽譜の読み方、フレージング、特別な指使い、

連符、装飾音 

3.バッハのポリフォニー、古典派からの発展、ショパン自身

のレッスンでの指示 

4.チェルニー、クレメンティから芸術作品のショパンエチュ

ードへ。 

5.エチュード演奏比較 ポリーニ、ポゴレリチ、ヴィルサラー

ゼ、ペライア、リフシッツ、トリフォノフの演奏から 

6.組曲としてみるエチュードと 24 のプレリュード 

7.ショパン後のエチュードはどうなったか リスト、ラフマニノ

フ、スクリアビン、ドビュッシー、シマノフスキ、現代へ 

8.24 のプレリュードの革新性 ～バッハ平均律からその後

の発展 

9.ノクターンのベル・カント奏法 ～声楽的なフレージング 

10.ショパンのルバート考 

11.初期の作品のセンチメントとブリリアント様式 

12.創作の根源Ⅰ 民族民俗性～ポーランドがもたらしたも

の 

13.ポロネーズの精神 ～幻想ポロネーズまでの変容 

14.舞踏の文化〜ワルツの精神 フランスの洗練 

【事前・事後学習-前期】 

特別に事前事後の学習の必要はないが、楽譜は毎回必ず持参すること。 

【授業展開と内容-後期】 

1.スケルツォ なぜ喪服を着たスケルツォ？ 

2.ショパンのピアニズムと楽派の継承 ミクリ、ミハウォスキ、

コチャルスキ 

3.ショパン国際コンクールの歴史と演奏スタイルの変化 

4.休講 

5.第 18 回ショパン国際コンクールレポート 

6.創作の根源Ⅱ 農村の民俗舞曲マズルカ 

7.マズルカの芸術性の変化 初期〜中期〜後期へ 

8.マズルカを弾こう！ 

9.創作の根源Ⅲ バラード 音で表現した民衆の伝説・空
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612 作曲法演習 DⅠ指揮基礎 

担当教員 村上 寿昭 講師 曜日時限 木 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

身に付ける。 

【到達目標】 

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

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（編作）および副専攻生（編作） 

【授業の形式】 

演習、講義、視聴 

【成績評価の要点①】 

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.  実習 

【事前・事後学習-前期】 

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

【授業展開と内容-後期】 

1.～14.  実習 14.学習のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

LINE にて自由に質問、意見を受け付けます。 

【テキスト】 

1.指揮法教程 斉藤秀雄  

 

814 ﾋﾟｱﾉ･ﾘﾃﾗﾁｭｱ 

担当教員 楠原 祥子 講師 曜日時限 月 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

<〜ショパンの表現〜> 
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想物語詩 

10.バラード 〜ロマン派の象徴 文学と音楽を結びけたシ

ューマン・リスト 

11.バラード ～変容していく変奏 

12.ソナタ形式の発展 ソナタ第 2 番作品 35～ベートーヴェ

ンからの影響 

13.ソナタ第 3 番作品 58 

14.試験 

【事前・事後学習-後期】 

特別に事前事後の学習の必要はないが、楽譜は毎回必ず持参すること。 

【オフィスアワー】 

月曜日 調布教員室。 メールでも受け付けます。 

【教材】 

参考にする書籍として 

弟子からみたショパン ジャン・ジャック・エーゲルディンゲル 

ショパン全書簡 Ⅰワルシャワ時代 Ⅱパリ時代前期 

【その他】 

・課外授業として、さいたま市にある名取ピアノでピアノコレクション（旧ベーゼンドルファー・ピアノコレクション）を見学・試演と、

調律師 名取孝浩氏による「ピアノの歴史」講義を企画する。モーツアルト時代のピアノフォルテ、ベートーヴェン、シューベル

ト時代、ショパンの時代のプレイエル・エラールといったピリオド楽器を知ることができる。 

 

610,611 作曲法演習 EⅡ吹奏楽曲(前期),(後期) 

担当教員 伊藤 康英 講師 曜日時限 土 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

吹奏楽の現状や歴史などを踏まえて、吹奏楽の将来を探る。 

【到達目標】 

吹奏楽作品の作曲。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（編作）および副専攻生（編作） 

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

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

メッゾ・ソプラノ記号）の読譜に習熟していることが望ましい。 

【授業の形式】 

 少人数の演習形式。 状況に応じて、視聴覚機器を使い、実際の吹奏楽作品を視聴することがある。 また、ある程度の人

数がいる場合、入手困難なスコアなどをプロジェクターを使って全員で閲覧できるようにする。（PD 作品などの場合は PDF な

どで楽譜を配布することもある）。 

 履修学生のパソコンでの楽譜入力ソフトの使用状況を確かめ、状況に応じてはプロジェクターを使って全員で見ながら授業

を進めることもある。 また、吹奏楽授業との連携を図り、自作品の音出しを行う（予定）。 
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【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

   ○  ○ 

【授業展開と内容-前期】 

1.〈ガイダンス〉日本や世界の吹奏楽の現状、吹奏楽の歴

史や、主要レパートリーを知る。 

履修学生の吹奏楽経験などを確認の上、個々の学生のそ

れぞれの方針を決定する。 

以下のシラバスは、最低限習得してもらいたいガイドライン

として提示する。 

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

吹奏楽のオーケストレイションの実習１（木管楽器１） 

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

吹奏楽のオーケストレイションの実習２（木管楽器２） 

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

吹奏楽のオーケストレイションの実習３（木管楽器の組合せ） 

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

吹奏楽のオーケストレイションの実習４（金管楽器） 

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

吹奏楽のオーケストレイションの実習５（金管楽器の組合せ） 

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

吹奏楽のオーケストレイションの実習６（木管楽器と低音金

管楽器の組み合わせ、その他の低音楽器、打楽器） 

8.吹奏楽作品の分析を通してオーケストレイションを知る１

（F.Erickson／Toccata for Band） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習７（初級バンドのため

の編曲１） 

9.吹奏楽作品の分析を通してオーケストレイションを知る２

（J.Barnes／Alvamar, Overture） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習７（初級バンドのため

の編曲２） 

10.吹奏楽作品の分析を通してオーケストレイションを知る３

（J.Ph.Sousa／El Capitan, March） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習８（フル・バンド１） 

11.吹奏楽作品の分析を通してオーケストレイションを知る４

（J.S.Bach（伊藤康英編曲／Chaconne） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習９（フル・バンド２） 

12.吹奏楽の古典的名曲の分析７（A.Schoenberg／Thema 

and Variations１） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習 10（フル・バンド３） 

13.吹奏楽の古典的名曲の分析８（A.Schoenberg／Thema 

and Variations２） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習 11（フル・バンド４） 

14.吹奏楽の古典的名曲の分析９（A.Schoenberg／Thema 

and Variations３） 

吹奏楽のオーケストレイションの実習 12（フル・バンド５） 

前期まとめ 

【事前・事後学習-前期】 

作曲レッスンと同様、積極的に作品を書き進めてほしい。 

【授業展開と内容-後期】 

1.さまざまな吹奏楽作品の分析１（R.Vaughan Williams／

English Folksong Suite） 

吹奏楽作品の制作実習１（履修学生の状況に応じ、レッス

ン形式でそれぞれの学生の制作を指導する。第２回以降も

同様） 

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

吹奏楽作品の制作実習２ 

3. さ ま ざ ま な 吹 奏 楽 作 品 の 分 析 ３ （ P.A.Grainger ／

Lincolnshire Posy） 

吹奏楽作品の制作実習３ 

4. さ ま ざ ま な 吹 奏 楽 作 品 の 分 析 ４ （ D.Milhaud ／ Suite 

Française） 

吹奏楽作品の制作実習４ 

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

in B flat） 

吹奏楽作品の制作実習５ 

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

Symphonies of Wind Instruments） 

吹奏楽作品の制作実習６ 

7.さまざまな吹奏楽作品の分析７（K.Husa／Music for 

Prague 1968） 

吹奏楽作品の制作実習７ 

8.さまざまな吹奏楽作品の分析８（A.Reed／Armenian 

Dances part1） 

吹奏楽作品の制作実習８ 

9.さまざまな吹奏楽作品の分析９（三善晃／深層の祭） 
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想物語詩 

10.バラード 〜ロマン派の象徴 文学と音楽を結びけたシ

ューマン・リスト 

11.バラード ～変容していく変奏 

12.ソナタ形式の発展 ソナタ第 2 番作品 35～ベートーヴェ

ンからの影響 

13.ソナタ第 3 番作品 58 

14.試験 

【事前・事後学習-後期】 

特別に事前事後の学習の必要はないが、楽譜は毎回必ず持参すること。 

【オフィスアワー】 

月曜日 調布教員室。 メールでも受け付けます。 

【教材】 

参考にする書籍として 

弟子からみたショパン ジャン・ジャック・エーゲルディンゲル 

ショパン全書簡 Ⅰワルシャワ時代 Ⅱパリ時代前期 

【その他】 

・課外授業として、さいたま市にある名取ピアノでピアノコレクション（旧ベーゼンドルファー・ピアノコレクション）を見学・試演と、

調律師 名取孝浩氏による「ピアノの歴史」講義を企画する。モーツアルト時代のピアノフォルテ、ベートーヴェン、シューベル

ト時代、ショパンの時代のプレイエル・エラールといったピリオド楽器を知ることができる。 

 

610,611 作曲法演習 EⅡ吹奏楽曲(前期),(後期) 

担当教員 伊藤 康英 講師 曜日時限 土 3 時限 

実施キャンパス 調布 単位 各 1 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

吹奏楽の現状や歴史などを踏まえて、吹奏楽の将来を探る。 

【到達目標】 

吹奏楽作品の作曲。 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（編作）および副専攻生（編作） 

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

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

メッゾ・ソプラノ記号）の読譜に習熟していることが望ましい。 

【授業の形式】 

 少人数の演習形式。 状況に応じて、視聴覚機器を使い、実際の吹奏楽作品を視聴することがある。 また、ある程度の人

数がいる場合、入手困難なスコアなどをプロジェクターを使って全員で閲覧できるようにする。（PD 作品などの場合は PDF な

どで楽譜を配布することもある）。 

 履修学生のパソコンでの楽譜入力ソフトの使用状況を確かめ、状況に応じてはプロジェクターを使って全員で見ながら授業

を進めることもある。 また、吹奏楽授業との連携を図り、自作品の音出しを行う（予定）。 
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吹奏楽作品の制作実習９ 

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

Fugue and Riffs） 

吹奏楽作品の制作実習 10 

11.さまざまな吹奏楽作品の分析11（伊藤康英／交響詩「ぐ

るりよざ」） 

吹奏楽作品の制作実習 11 

12.吹奏楽作品の制作実習 12（作品完成に向けて１） 

13.吹奏楽作品の制作実習 13（作品完成に向けて２） 

14.吹奏楽作品の制作実習 14（作品完成に向けて３） 

後期まとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

作曲レッスンと同様、積極的に作品を書き進めてほしい。 

【オフィスアワー】 

土曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【テキスト】 

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

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

備考：絶版 

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

備考：絶版 

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

備考：絶版 

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

備考：「バンドのための編曲法」原著」。Kindle でも入手可。 

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

備考：ポケットスコア 

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

備考：ポケットスコア 

8.主題と変奏 Op.43a A.Schoenberg（校訂・解説 伊藤康英） \900 978-4-86060-408-0  

【教材】 

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

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

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

に接してもらえるように授業を進めていく。 

 

602 作曲法演習 B(基礎)～創作 

担当教員 法倉 雅紀 教授 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

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

オーケストラによる編曲の完成 

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（創作）および副専攻生（創作） 

【授業の形式】 

講義、演習 

【成績評価の要点①】 

試験 小テスト等 レポート 発表・作品 出席率 授業への取組 

  ○ ○ ○ ○ 

【成績評価の要点②】 

演習という性質上、積極的に課題に取り組み、発表することが望まれる。 

【授業展開と内容-前期】 

1.導入 

2.ロマン派のオーケストレーション分析と発表 

3.ロマン派のオーケストレーション分析と発表 

4.ロマン派のオーケストレーション分析と発表 

5.ロマン派のオーケストレーション分析と発表 

6.ロマン派のオーケストレーション分析と発表 

7.ロマン派のオーケストレーション分析と発表 

8.ロマン派のオーケストレーション分析と発表 

9.ロマン派のオーケストレーション分析と発表 

10.オーケストレーション実習と発表 

11.オーケストレーション実習と発表 

12.オーケストレーション実習と発表 

13.オーケストレーション実習と発表 

14.オーケストレーション実習と発表 

【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.受講生のオーケストレーション実施作品についての発表 

2.受講生のオーケストレーション実施作品についての発表 

3.受講生のオーケストレーション実施作品についての発表 

4.近代～現代のオーケストレーション分析と発表 

5.近代～現代のオーケストレーション分析と発表 

6.近代～現代のオーケストレーション分析と発表 

7.近代～現代のオーケストレーション分析と発表 

8.近代～現代のオーケストレーション分析と発表 

9.近代～現代のオーケストレーション分析と発表 

10.近代～現代のオーケストレーション分析と発表 

11.各受講生の選択されたオーケストラ作品の(任意)分析と

発表 

12.各受講生の選択されたオーケストラ作品の(任意)分析と

発表 

13.各受講生の選択されたオーケストラ作品の(任意)分析と

発表 

14.学習内容のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

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

【オフィスアワー】 

水曜日 ５限後 調布教員室 

【教材】 

ブラームスやチャイコフスキーの交響曲や、ドビュッシーの海 等、授業内で指示する。 
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吹奏楽作品の制作実習９ 

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

Fugue and Riffs） 

吹奏楽作品の制作実習 10 

11.さまざまな吹奏楽作品の分析11（伊藤康英／交響詩「ぐ

るりよざ」） 

吹奏楽作品の制作実習 11 

12.吹奏楽作品の制作実習 12（作品完成に向けて１） 

13.吹奏楽作品の制作実習 13（作品完成に向けて２） 

14.吹奏楽作品の制作実習 14（作品完成に向けて３） 

後期まとめ。 

【事前・事後学習-後期】 

作曲レッスンと同様、積極的に作品を書き進めてほしい。 

【オフィスアワー】 

土曜日 調布教室にて授業前後に時間を確保します。 

【テキスト】 

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

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

備考：絶版 

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

備考：絶版 

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

備考：絶版 

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

備考：「バンドのための編曲法」原著」。Kindle でも入手可。 

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

備考：ポケットスコア 

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

備考：ポケットスコア 

8.主題と変奏 Op.43a A.Schoenberg（校訂・解説 伊藤康英） \900 978-4-86060-408-0  

【教材】 

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

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

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

に接してもらえるように授業を進めていく。 

 

602 作曲法演習 B(基礎)～創作 

担当教員 法倉 雅紀 教授 曜日時限 水 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 1 年～ 

 

【授業の概要】 

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

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

担当教員 村上 寿昭 講師 曜日時限 木 4 時限 

実施キャンパス 調布 単位 2 単位 対象年次 学部 2 年～ 

 

【授業の概要】 

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

力を身に付ける。 オーケストラ作品を分析し、指揮する。 

【到達目標】 

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

【履修資格/履修に必要な予備知識や技能】 

作曲専攻生（編作）および副専攻生（編作） 

【授業の形式】 

演習、講義、視聴 

【成績評価の要点①】 

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.〜14.  実習 

【事前・事後学習-前期】 

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

【授業展開と内容-後期】 

1.～13.  実習 14.学習のまとめ 

【事前・事後学習-後期】 

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

【オフィスアワー】 

LINE にて自由に質問、意見を受け付けます。 
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