
学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

・出席状況（20%）遅刻・欠席は減点対象
・平常点（40%）受講態度・課題の取り組みや各人の学習状況
・試験（40%）学習内容の理解をチェックする筆記試験と学習した内容を反映した作品提
出

リハモニゼーション3
パッシング以外のディミニッシュの使用と、ディミニッ
シュを使ったリハモニゼーションについて

リハモニゼーション4
モーダルインターチェンジコードを使ったリハモニゼー
ションについて

リハモニゼーション5
様々な転調パターンと効果的な転調の仕組みについて

リハモニゼーション6
アッパーストラクチャーやグリップなど様々なボイシング
の響きを利用したリハモニゼーションについて

リハモニゼーションのまとめ
学習したリハモニゼーションのテクニックのまとめ試験

学期末試験評価方法

SubV7（ウラコード）
SubV7の構造と仕組み、様々な進行について

リハモニゼーション1
ダイアトニックコードを利用した様々なリハモニゼーショ
ンについて

リハモニゼーション2
ドミナントコードのドミナントモーションおよび他の進行
のバリエーションについて

まとめ試験
ダイアトニックコード、ノンダイアトニック・コードに関
する試験

クォーター末試験評価方法

・出席状況（20%）遅刻・欠席は減点対象
・平常点（40%）受講態度・課題の取り組みや各人の学習状況
・試験（40%）学習内容の理解をチェックする筆記試験と学習した内容を反映した作品提
出

テーマ 授業内容

セカンダリ・ドミナント
セカンダリ・ドミナントの仕組みと構造、様々な進行につ
いて

ディミニッシュ・セブンス・コード
Dim７th コードの構造、パッシングディミニッシュの使用
について

モーダル・インターチェンジ・コード
同主短調および同主短調以外からの代表的な借用和音と
様々な進行について

ガイダンス/調・音階・和音
調・音階・和音の理解度について確認

ダイアトニック・コード 1
メジャー・キーのダイアトニックコードの種類と構造、機
能と代理機能について

ダイアトニック・コード 2
マイナー・キーのダイアトニックコードの種類と構造、機
能と代理機能について

前半は一年次に学習したダイアトニック・コードとノンダイアトニック・コードの基本
セオリーの復習を軸におきながら、後半は機能的なリハーモニゼーションについて学習
し、メロディに対する様々なハーモニー付けの可能性を追求します。

到達目標
ダイアトニック・コードのほか様々なノンダイアトニック・コード、そして様々なス
ケールに関する知識をもとに、あらゆるポップスの曲をハーモニーとメロディの視点か
ら分析し、自由にハーモニーを操れることを目指します。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

アレンジ作曲学科
担当講師

隼田 義博音楽理論 Ⅲ

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

・出席状況（20%）遅刻・欠席は減点対象
・平常点（40%）受講態度・課題の取り組みや各人の学習状況
・試験（40%）学習内容の理解をチェックする筆記試験と学習した内容を反映した作品提
出

旋法音楽の表現方法2
コード進行をともなう表現方法について

旋法音楽の表現方法3
ダイアトニックハーモ二ーをもととした曲の中で旋法の響
きをブレンドする表現方法について

旋法音楽の表現方法4
旋法の響きを表すその他の様々なアレンジテクニックにつ
いて

教会旋法以外の様々な旋法
世界の諸民族の旋法、和声/旋律短音階から派生する旋法な
どについて

旋法のまとめ
学習した旋法に関するまとめ試験

学期末試験評価方法

教会旋法の歴史と音階構造
旋法そのものについて意味や調性音楽との響きの違い、教
会旋法の音階構造を確認

教会旋法の構造と響きの特徴
教会旋法の個々の響きの特徴とその仕組みについて確認

旋法音楽の表現方法1
和音進行をともわないリニアな表現方法について

ダイアトニックとノンダイアトニック
これまで学習した様々なハーモニーのまとめと作品提出

クォーター末試験評価方法

・出席状況（20%）遅刻・欠席は減点対象
・平常点（40%）受講態度・課題の取り組みや各人の学習状況
・試験（40%）学習内容の理解をチェックする筆記試験と学習した内容を反映した作品提
出

テーマ 授業内容

ブラジリアン・ハーモニー2
イヴァン・リンスの作品を中心にそのハーモニーとリズム
について分析

コンテンポラリーハーモニー1
パット・メセニーの作品を中心にそのハーモニーとリズム
について分析

コンテンポラリーハーモニー2
パット・メセニーほかECMアーティストの作品を中心にその
ハーモニーとリズムについて分析

洋楽のハーモニー1
バート・バカラックの作品を中心にそのハーモニーとリズ
ムについて分析

洋楽のハーモニー2
スティーリー・ダンの作品を中心にそのハーモニーについ
て分析

ブラジリアン・ハーモニー1
アントニオ・カルロス・ジョビンの作品を中心にそのハー
モニーとリズムについて分析

春学期に学習したダイアトニック・ハーモニーやリハモニゼーションの基礎知識をもと
に、前半は洋楽を中心とした楽曲分析、後半は旋法音楽の表現方法について学習しなが
ら、ポップミュージックで使用されるハーモニーの語法をさらに増やしていきます。

到達目標
機能的・非機能的なハーモニーを問わず様々なハーモニーのサウンドを柔軟に受け入
れ、ダイアトニック周辺のハーモニー構造から一歩はなれた先のサウンドや、様々な旋
法の響きを表現できることを目指します。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

アレンジ作曲学科
担当講師

隼田 義博音楽理論 Ⅳ

科目名 科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

クラブミュージック概論

授業内容テーマ

高木 則幸

授業内容

作品を提出、発表します。
作品提出と発表

授業計画

サードパーティー製プラグイン「Native Instruments  Massive」を使ったオリジナルの音作りと、
「Konplete」収録の各音源を使いこなした作品作りが出来るようになります。クラブミュージック
のジャンルや特徴と曲作りの方法を習得し、楽曲を制作し完成します。

到達目標

科目概要

Massiveの音作り2

Massiveの音作り1

楽曲制作2

サードパーティー製プラグイン「Native Instruments  KOMPLETE10」のより高機能なシンセサイ
ザーやリズム音源の使用法を学び,各デバイスを使いこなした小作品を制作します。２クォー
ターは１クオーターで学んだシンセサイザーやリズム音源の特徴を生かして、現代の音楽制作
には欠かせない要素である、本格的なダンス、クラブミュージックの制作を行います。

クラブミュージックの歴史、ジャンル、スタイル等について解説し
ます。

アレンジ・作曲学科

Kompleteのその他のデバイスについて、使用方法と効果的な使
い方について学びます。

出席60％、作品40％、作品の評価方法はクラブミュージックとしてのジャンルの追従度、オリジ
ナリティーやクオリティーを総合的に評価します。

楽曲製作と応用

KOMPLETEその他のデバイス

クォーター末試験評価方法

曲構成上、必須となるブレークダウンとビルドアップについて、
効果的なアレンジ手法を学びます。

モジュレーションマトリクス、アルペジエーター、オートメーション
等の本格的な音作りを学びます。

ブレークダウンとビルドアップ

学期末試験評価方法

楽曲製作とまとめ

出席60％、作品40％、作品の評価方法はシンセサイザーの使いこなし方及びオリジナリティー
やクオリティーを総合的に評価します。

楽曲制作1

曲構成の作り方、オートオメーションを使ったアレンジについて
学び、楽曲を制作します。

テーマ

ガイダンス

コンピュータミュージック作品制作 Ⅲ

科目名 科目区分

作品提出と発表
３分程度のダンス、クラブミュージック楽曲を提出、発表します。

楽曲を完成させます。

Komplete各デバイスとオリジナル音色を組み合わせて作品を完
成させます。

Drum’n Bass、DubStepなどのブレークビーツ、BassMusicの特
徴とビートの作り方を学びます。

オシレーター、フィルター、エンベロープ、シンセサイザーの基本
的構造を学びます。

Drum’n Bass、DubStep

Technoについて、Houseとの違い、グルーブの特徴や作り方を
学びます。

Massive及び、KOMPLETE10各機能の紹介、基本操作解説。

Techno

クラブミュージックの最も代表的なジャンルであるHouseについ
て、ビートの特徴や作り方を学びます。House

オリジナル音色の作成とそれを使った作品制作を行います。



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回 第8回目の授業（試験）テーマ

楽曲を制作、仕上げます。
楽曲制作と仕上げ

楽曲制作と仕上げ

インスト曲からのリミックスについて学びます。

JPOP系歌モノからのリミックスについて学びます。

現代のリミックスについての解説と企画書作成

授業内容テーマ

３分以上のオリジナルリミックス楽曲の発表と提出。

楽曲制作。ミックスダウン、マスタリング。

マスタリングについて学びます。

ミキシングについて学びます。

３拍子系から４拍子系へのリミックスについて学びます。

出席60％、作品40％、作品の評価方法は楽曲のオーディオ的完成度と、オリジナリティーやク
オリティーを総合的に評価します。

サンプラーのパッチをオリジナルの素材で制作します。

オーディオサンプリングとサンプラを使いこなし、本格的なエレクトロニカ作品を制作、完成させ
ます。リミックスの手法を用いて総合的なDAW環境における作品制作と、ミキシングマスタリング
まで含めた商品レベルの作品を完成させます。

学期末試験評価方法

ミキシング概論

波形編集機能を使って収集したサンプルを編集します。

ケース３、３拍子系から４拍子系への
リミックス

サンプルの取り込みと編集

生音サンプルの収集

Electronicaについて

授業計画

マスタリング概論

エフェクトを使った音作りとアレンジについて学びます。

出席60％、作品40％、作品の評価方法は、既存のジャンルにとらわれないクリエイティビティー
を重視し、かつオリジナリティーやクオリティーを総合的に評価します。

楽曲制作

クォーター末試験評価方法

ケース２、インスト曲からのリミックス

Electronicaとは、電子音楽とは何か、またジャンルとしてのエレク
トロニカについて解説します。

科目概要

到達目標

テーマ

リミックスについて

ICレコーダーやビデオカメラを使って身の回りの生音を収集しま
す。

３クォーターはDAW環境による音楽制作をより深く理解する為、収集した生音サンプルを元に
Electronica作品を制作。波形編集やサンプラーを用いたサウンドメイキングを学びます。４
クォーターはこれまで学習したCubase,Komplete等様々な機能を用いて総合的な 楽曲制作とミ
キシング、マスタリングの基本を学びます。

サンプラー編集

Electronica作品の提出、発表。
作品提出、発表

コンピュータミュージック作品制作 Ⅳ

科目名 科目区分

アレンジ・作曲学科

ケース１、JPOP系からのリミックス

授業内容

高木 則幸

担当講師



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

自分のパートだけではなく、他のパートにまで注意ができているか？歌を生かす演奏ができて
いるか？
試験結果30%、平常点30%、出席等40%

課題曲を演奏
音楽を通してメンバー間でコミュニケーションが成立してい
るか？

アレンジ・作曲学科

音出しII
他のメンバーのプレイを確認。

音出しIII
他のメンバーとコミュニケーションできているか？

音出しIV
試験の準備はできてるか？試験前総点検

スコア確認・音出し
自分以外のパートの相関関係

リズム練習II
表と裏のリズムがとれるか？

音出しI

音出しI
各楽器を個別に確認

音出しII
バンドとして全員で音出し

音量のバランスはとれているか？

クォーター末試験評価方法

基本的な楽器・アンプ等機材の使いかた、楽器の演奏ができているか？
試験結果30%、平常点30%、出席等40%

テーマ 授業内容

オリエンテーション
適正難易度の曲選択とパート分け

いわゆる「歌モノ」の演奏方法の基礎について楽しく学びましょう。まずは２曲カバー曲を演奏す
ることによって歌を支える、盛り上げるドラマチックな演奏を目指し、基礎的な演奏の知識・方法
を習得しましょう。

到達目標

基礎的な演奏能力の確認
１曲の中での個別のパートの演奏ができているか？

授業計画

課題曲演奏
到達度

オリエンテーション
自己紹介、パート決め

テーマ 授業内容

楽曲決め
課題曲決定

スコア確認
スコアをもとにそれぞれのパート確認

リズム練習I
二組に分かれリズム特訓

担当講師

浅田 祐介

科目概要

ポピュラーアンサンブル Ⅲ

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

アレンジ・作曲学科

担当講師

浅田 祐介ポピュラーアンサンブル IV

科目名 科目区分

自作オリジナル曲でのアンサンブルにうつりましょう。基礎的な演奏の先、ちょっとし
たひと工夫やアイデアを試してみたり、アレンジに踏み込んでいきます。個性あふれる
プレイを目指しましょう。

到達目標

レコーディングされたオリジナル曲を必要な演奏できちんと再現できているか？
また打ち込みなど演奏できないパートの代替え案はきちんとなされているか？
試験結果30%、平常点30%、出席等40%

授業計画
テーマ 授業内容

オリエンテーション
パート決め、課題曲決定

コミュニケーションI
基本的なアレンジの方向性の意見交換I

音出しI
バンド音出し　バランス確認など

音出しII
バンド音出し　アンサンブル確認

ハプニングI
突然の変更　例えばブレイクやソロなど

音出しIII
試験前総点検

課題曲を演奏
オリジナル曲をライブアレンジ出来ているか？

クォーター末試験評価方法

レコーディングされたオリジナル曲を必要な演奏できちんと再現できているか？
試験結果30%、平常点30%、出席等40%

テーマ 授業内容

オリエンテーション
パート決め、課題曲決定

コミュニケーションII
基本的なアレンジの方向性の意見交換II

音出しI
バンド音出し　バランス確認など

もっと見たいと思わせるMC〜演奏になっているか？個性はでているか？
総合的に人を魅了する演奏になっているか？
試験結果30%、平常点30%、出席等40%

音出しII
バンド音出し　アンサンブル確認

ライブの全体像
曲のイントロとしてのMCなど

ハプニングII
突然の変更　例えばブレイクやソロなど

音出しIII
試験前総点検

課題曲を演奏
個性的、印象的ななライブになっているか？

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

アレンジ・作曲学科
担当講師

市川 春行ポピュラーアンサンブル Ⅲ

科目名 科目区分

科目概要
アレンジ・作曲学科の学生たちによる、最もプレイヤー的な講座です。生演奏による音楽商品
が少なくなっている現在、学生のこの時期にこそ、バンドアンサンブルの難しさ、そしてその向
こうにあるすばらしさ、楽しさ、を体感し学んでおかなくてはならないと考えます。

到達目標
メンバーの担当楽器、演奏曲（カバー）の選定から、演奏曲のシンプルなヘッドアレンジまでを、
メンバー自身が話し合い、ディスカッションをしながら演奏を完成させるコミニュケーション能力
を身に着けることを目指します。

授業計画
テーマ 授業内容

メンバー初顔合わせ
話し合い、コミュニケーションしながら、BANDを結成し、担当
パートを決めます。

課題曲（カバー曲）選び
自分たちで演奏することを前提にカバー曲の選定をメンバー内
でミーティングし、決定します。

課題曲（カバー曲）練習　1
まずは1コーラスをきちんと演奏できるようにリハーサルを進め
ましょう。

課題曲（カバー曲）練習　2
前回の１コーラス演奏のおさらいと、2コーラス～フルコーラス演
奏を目指します。

課題曲（カバー曲）練習　3
エンディングのアレンジや、テンポやコードの確認などをして、よ
り良い演奏を目指します。

課題曲（カバー曲）練習　4
次回の実技によるTESTに備えた、フルコーラスを本番さながら
に演奏する最終リハーサルです。

TEST
当日リハーサルをした後、BAND 演奏による実技テストです。

クォーター末試験評価方法

評価はその演奏自体の出来不出来よりも、耳の集中力を高めた互いの音への理解と配慮、つ
まり楽器によるコミニュケーションがどれ位そのバンド内に産まれてきているかを見ます。試験
３３％、平常点３３％、出席状況３３％

テーマ 授業内容

メンバー入れ替え
Voなど、各学生がやってみたいパートを入れ替え、別の編成の
BANDを作ります。

課題曲（カバー曲）選び
自分たちで演奏することを前提にカバー曲の選定をメンバー内
でミーティングし、決定します。

課題曲（カバー曲）練習　1
まずは1コーラスをきちんと演奏できるようにリハーサルを進め
ましょう。

課題曲（カバー曲）練習　2
前回の１コーラス演奏のおさらいと、2コーラス～フルコーラス演
奏を目指します。

TEST
当日リハーサルをした後、BAND 演奏による実技テストです。

学期末試験評価方法

自分達のバンドで実際に音を出しながら仕上げたアレンジの方向性、完成度をみます。そして
加えて、『バンドとしての演奏力』、の向上がみられたかも見ます。また実技試験も大切です
が、このバンド講座は特にキチンと出席しバンドで音あわせをする、というのが大切なので出席
点も大きく加味されます。試験３３％、平常点３３％、出席状況３３％

課題曲（カバー曲）練習　3
エンディングのアレンジや、テンポやコードの確認などをして、よ
り良い演奏を目指します。

課題曲（カバー曲）練習　4
ギターのエフェクターやアンプ、ミキサーの使い方を研究して、一
段上のBANDサウンドを目指しましょう。

課題曲（カバー曲）練習　5
次回の実技によるTESTに備えた、フルコーラスを本番さながら
に演奏する最終リハーサルです。



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

アレンジ・作曲学科
担当講師

市川 春行ポピュラーアンサンブル Ⅳ

科目名 科目区分

科目概要
よりバンドとして上のレベルを目指していきます。また学生作曲によるオリジナル楽曲の演奏も
試みます。期末には、発表会LIVEも予定されているので、そこをバンドの「初LIVE」の場として
とらえ、モチベーションを上げていきたいと思います。

到達目標
春学期に引き続き、学生によるコミュニケーションを主体としたBAND活動、演奏を熟成させて
いくこと、さらに春学期とは違うパート、楽器を担当するなどの音楽的経験を積むこと、アイデア
を出すことで、BAND活動をより活性化させることを目指します。

授業計画
テーマ 授業内容

メンバー入れ替え
Voなど、各学生がやってみたいパートを入れ替え、別の編成の
BANDを作ります。

課題曲（オリジナル曲）選び
メンバー同志コミュニケーションしながら、メンバーのオリジナル
曲を選びます。

課題曲（オリジナル曲）練習　1
カバーと違い、お手本がないので、より密度の高いリハーサル
で、ヘッドアレンジをしていきましょう。

課題曲（オリジナル曲）練習　2
まずは1コーラスをきちんと演奏できるようにリハーサルを進め
ましょう。

課題曲（オリジナル曲）練習　3
エンディングのアレンジや、テンポやコードの確認などをして、よ
り良い演奏を目指します。

課題曲（オリジナル曲）練習　4
次回の実技によるTESTに備えた、フルコーラスを本番さながら
に演奏する最終リハーサルです。

TEST
当日リハーサルをした後、BAND 演奏による実技テストです。

クォーター末試験評価方法

基本的には春学期と同じく演奏中の耳の集中力を主に評価対象とします。ただし半年たった分
の「BANDとして、個人としての演奏力の向上」を期待します。試験３３％、平常点３３％、出席
状況３３％

テーマ 授業内容

メンバー入れ替え
LIVEイベント用のBANDを結成します。

LIVE演奏曲　選び
LIVEで演奏することを前提に、１～3Qで練習したレパートリーも
含め、選曲します。

LIVE演奏曲　練習　1
まずは1コーラスをきちんと演奏できるようにリハーサルを進め
ましょう。

LIVE演奏曲　練習　2
前回の１コーラス演奏のおさらいと、2コーラス～フルコーラス演
奏を目指します。

TEST
当日リハーサルをした後、BAND 演奏による実技テストです。

学期末試験評価方法

１年を通じてプレイヤーとして、またバンドとしてどれ程の進歩があったかをみます。また実技
試験も大切ですが、この講座はキチンとリハーサル（授業）に出席し、バンドで音あわせをす
る、というのが大切なので出席点も加味されます。試験３３％、平常点３３％、出席状況３３％

LIVE演奏曲　練習　3
エンディングのアレンジや、テンポやコードの確認などをして、よ
り良い演奏を目指します。

LIVE演奏曲　練習　4
LIVEイベントに向けて、ギターやベースのアンプ、マイクやマイク
スタンドの扱い方をおさらいしましょう。

LIVE演奏曲　練習　5
フルコーラスを本番さながらに演奏する最終リハーサルです。ギ
ター、ベースはストラップを用い、立って演奏しましょう。



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

蒲池 愛

科目概要

スタイル別作曲技法 Ⅰ （劇伴）

科目名 科目区分

この授業ではCMやTV番組、ゲーム、アニメ、企業VP映像などのBGMを想定した音楽制作を行
います。この劇伴仕事において需要の高いストリングスの打ち込み術にも目を向け、作曲家とし
ての対応力と幅を広げていきます。

到達目標
需要の多いの弦楽四重奏やオーケストラの打ち込みテクニックを習得して自分の作品に加えて
ください。自分らしさをプラスしてプレゼンテーションしてみましょう。

授業計画

クオーター末試験
弦楽四重奏　打ち込み課題テスト

小編成インスト曲アレンジ例
CMなどでとても需要の多い有名クラシック曲を小編成インストア
レンジ例を紹介します。

テーマ 授業内容

ストリングス作曲法
ViennaStringsSolo楽器の打ち込み方　キースイッチの変え方

弦楽器の特質
基本的な弦楽器の構造、奏法

弦楽器の特質
キースイッチと奏法の打ち込み復習

オリジナル課題制作
企業VPを想定したストリングスのオリジナル曲を作曲

オリジナル課題制作
全員の前でプレゼンテーションする　　(自分の得意な所を活かし
て作曲する術）

運弓とポジションを解説します。配布する楽譜を元に打ち込んで
みましょう。

クォーター末試験評価方法

期日までにきちんと確認して課題を提出しましょう。課題提出：４０%　出席点：５０%　その他：１
０％

テーマ 授業内容

CM研究
有名クラシック曲のモチーフを使ってどうCM曲に編曲にするか。
弦楽四重奏を元に作曲する考察

学期末試験評価方法

発表する時には打ち合わせでの場で曲をお聴かせするようになプレゼンテーションを想定して
発表してみましょう。課題提出：４０%　出席点：５０%　その他：１０％

クオーター末試験
2小節メロディーを使って弦楽四重奏で作曲テスト　（キースイッ
チを使用する）

アレンジ・作曲学科

ストリングスアレンジ3（ヴェロシティーやボリューム）
弦楽器の奏法を紹介します。実際弾いて入れた場合のヴェロシ
ティの入れ方、判別の仕方　テンポルバートなど

ストリングスアレンジ4（アレンジの実際）
アレンジの実際を経験します

オリジナル曲制作・CM
CMを想定したオリジナルを作曲します。CMの内容、詳細につい
ては授業内で発表

CM研究
映像に合わせてどこに有名なメロディーを使うか考える、カット割
りなど

ストリングスアレンジ1（大編成１）
ストリングスアレンジの導入編としてストリングスアレンジャーの
仕事内容や実際の楽譜に触れてみましょう。

ストリングスアレンジ2（大編成２）



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

課題提出：４０%　出席点：５０%　その他：１０％　きちんとしたルールを守って提出できているか。

インストアレンジの準備
既存の課題曲をインスト曲としてアレンジします。まずは耳コピー
を実施してみましょう。

インストアレンジの実際
どんなシーンで使用されるかを想定し、アレンジに反映させま
す。

企業CM音楽作曲
オーケストラの二管編成で作曲する。（シーンにうまくあったカット
割りの仕方、変拍子やブレイクの作り方）

企業CM音楽作曲
オーケストラの二管編成で作曲する。（ナレーションを聴きやすく
音楽を作曲できているか）

学期末試験
自分が音楽を付けた作品を発表します。

学期末試験評価方法

実践
ナレーションのみの映像にどう音楽を付けるか。クラシックの有
名なメロディーを自分で選んでアレンジします。

メロディーモチーフの展開の仕方
原曲のテンポアジャストを行い、CUBASEのプロジェクトと同期さ
せます

映像に合わせてアレンジを考える
テンポの揺らし方、アーティキュレーションの付け方

クオーター末試験
4小節のモチーフを弦カルで作曲する。

クォーター末試験評価方法

課題提出：４０%　出席点：５０%　その他：１０％

テーマ 授業内容

歌ものに弦カルアレンジ２
歌が聴きやすくViennaで打ち込めるか。歌ものの時のミックスの
コツ

プレゼンテーション１
プレゼンテーション発表。全員で意見する。（前半）

プレゼンテーション２
プレゼンテーション発表。全員で意見する。（後半）

絵コンテの見方
実際の絵コンテを見ながら、どんな曲を作曲すれば良いかディス
カッションします。

フィルムスコアリングによる劇伴の効果
フィルムスコアリングの効果を検証します。

歌ものに弦カルアレンジ１
ラララに弦カルアレンジしてみる。自分らしさをだせるか。

秋学期では有名楽曲などのシミューレションの仕事も想定して、サウンドを分析したりします。楽
譜から打ち込んでみる作業と同時にテンポルバートや音質の向上などを目指します。映像に
カット割りにを気をつけながら、映像音楽にいどみます。自分でクライアントに向けたプレゼン
テーションも行います。
到達目標
シミューレションする時にも自分が作曲家としての何かアイディアやセンスをどこかに加えて、自
分らしさを出すことを到達目標します。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

蒲池 愛スタイル別作曲技法 Ⅱ （劇伴）

科目名 科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

既存曲の演奏 6

既存曲を部分的に分けて演奏する　各演奏パートの確認をする。

バンド・アンサンブルを通して、複数の演奏家が同時にPlayするときの臨場感やエネルギーを感
じ、良い作・編曲家の譜面に触れ、楽器の組み合わせを体感することを通じて、実践的で、より
ハイグレードな作・編曲家を目指す為の経験ができると思います。また演奏家としての仕事を得
る為の実践でもあります。

科目概要

既存曲の演奏 4

授業内容

奈良部 匠平ポピュラーアンサンブル Ⅲ

科目名 科目区分

既存曲の演奏 7

演奏（前週との間に練習しておくこと）　練習の成果を聞く。

到達目標

既存曲の演奏 3

授業計画

Hip Hop スタイルの既存曲を用いてアイデアを出し合い、合奏し、
演奏力を高める。

既存曲の演奏 8

出席点５０％　各自の演奏・アンサンブルとしての進化。５０％

既存曲を部分的に分けて演奏する　各演奏パートの確認をする。

春学期は、担当楽器のアンサンブルにおける役割を理解し、演奏力を高め、より多くの楽曲に触
れることを目標とします。各クラスの進行具合により、スケジュールがシラバスと合致しないことを
ご了承ください。

既存曲の演奏 5

楽器担当・パート決める　バンドの方向性を考える。

学期末試験評価方法

既存曲の演奏１-1

テーマ

オリエンテーション

課題曲を演奏　到達度。
試験

J-Pop スタイルの既存曲を用いてアイデアを出し合い、合奏し、
演奏力を高める。

Rock Music スタイルの既存曲を用いてアイデアを出し合い、合奏
し、演奏力を高める。

ブロードウェーミュージカル スタイルの既存曲を用いてアイデアを
出し合い、合奏し、演奏力を高める。

EDM スタイルの既存曲を用いてアイデアを出し合い、合奏し、演
奏力を高める。

アレンジ・作曲学科

今までに学んだ曲の中から選んだ課題曲を合奏。

Funk Soul Music スタイルの既存曲を用いてアイデアを出し合い、
合奏し、演奏力を高める。

授業内容テーマ

スタンダードJazzスタイルの既存曲を用いてアイデアを出し合い、
合奏し、演奏力を高める。

試験

ディテールを詰めてより良い演奏に磨いて行く　試験前の準備の
完成。試験曲の掘り下げ

既存曲の演奏 9

演奏（前週との間に練習しておくこと）　練習の成果を聞く。

出席点５０％　各自の演奏・アンサンブルとしての進化。５０％

既存曲の演奏２-２

クォーター末試験評価方法

既存曲の演奏２-1

既存曲の演奏１-2



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

出席点５０％　各自の演奏・アンサンブルとしての進化。５０％

オリジナル曲の演奏-4

クォーター末試験評価方法

本番に向け曲順を考慮に入れたバンドアレンジの最終調整をしま
す。

本番に使用する４〜５曲を選び演奏します。ステージ上のバンド
の見せ方も話し合います。

学期末試験評価方法

コンサートへ向けた リハーサル- 5

コンサートへ向けた リハーサル- 4

学校内の演奏会場にて、この一年の練習の成果を発表します。

Fさんのオリジナル曲を、全員で演奏します。 ダイナミクスを考え、曲に感
動が与えられる演奏を心掛けます。今までの復習もします。

演奏発表コンサート

本番に向けた仕上げ。MCなどを含めた通しリハーサルをします。

Eさんのオリジナル曲を、全員で演奏します。お互いの音をよく聞き合いタ
イミングを合わせる練習をします。 今までの復習もします。

コンサートへ向けた リハーサル- 7

オリジナル曲の演奏-5

出席点５０％　各自の演奏・アンサンブルとしての進化。５０％

本番に向けた仕上げ。暗譜で演奏する練習をします。
コンサートへ向けた リハーサル- 6

過去に練習した３曲の作品を復習します。各パートの音色の最終
形を決めて行きます。

Gさんのオリジナル曲を、全員で演奏します。より精度の高い演奏
を心掛けながら、今までの復習もします。

Aさん(この曲のバンドリーダーとなります。)のオリジナル曲を、全員で演
奏します。プロの現場でも通用する譜面の書き方を確認します。

コンサートへ向けた リハーサル- 3

過去に練習した２曲の作品を復習します。コーラスアレンジを含め
た練習をします。

Cさんのオリジナル曲を、全員で演奏します。 曲のテンポ感の認
識をします。

Bさんのオリジナル曲を、全員で演奏します。 正確にコードを演奏
出来る様に確認しながら演奏します。

オリジナル曲の演奏-3

オリジナル曲の演奏-2

オリジナル曲の演奏-１

コンサートへ向けた リハーサル- 2

過去に練習した２曲の作品を復習します。 ここからは、各パート
演奏の最終アレンジを含めた練習をして行きます。コンサートへ向けた リハーサル- 1

オリジナル曲の演奏-7

Dさんのオリジナル曲を、全員で演奏します。 歌物曲でもインスト
曲でもメロディーを活かすバンド演奏を心掛けます。

オリジナル曲の演奏-6

授業内容テーマ

アレンジ・作曲学科

科目概要

テーマ

授業計画

秋学期は、担当楽器の演奏力をより高め、自作曲のアレンジ譜面を書き、バンドリーダーとして
各パートへの采配を振るい、演奏発表のコンサートのためのリハーサルを重ね、コンサートの本
番では良い緊張感とバンド演奏の楽しさを感じてもらいたいと思います。

到達目標

バンド・アンサンブルを通して、複数の演奏家が同時にPlayするときの臨場感やエネルギーを感
じ、良い作・編曲家の譜面に触れ、楽器の組み合わせを体感することを通じて、実践的で、より
ハイグレードな作・編曲家を目指す為の経験ができると思います。また演奏家としての仕事を得
る為の実践でもあります。

担当講師

奈良部 匠平

授業内容

ポピュラーアンサンブル Ⅳ

科目名 科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

出席３０％　平常点　３０％　テスト４０％

ブラッシュアップ楽曲提出〜第４回課題曲説明
ブラッシュアップ楽曲を修正し秋休みの課題を説明します。

アレンジ・作曲学科

テスト（第２オリジナル曲発表）
〜第３課題（夏休み課題）テーマ概説

発表と意見交換会〜夏休みの課題を説明します。

第３課題　発表
夏休み課題の発表と意見交換会

ここまでの振り返り〜ブラッシュアップ
個々の弱点を説明し、そのブラッシュアップの方法を学びます。

オリジナル曲（曲のみ）提出〜修正
新しい課題のデッサン（デモ）を提出し、修正をします。

オリジナル曲（アレンジ）提出〜修正
課題曲に歌詞あるいはアレンジを施したデモを提出し、修正しま
す。

オリジナル曲（歌詞付き）提出〜修正

第１課題ーインスト部分の作り方ーデモ２提出
イントロ、アウトロ、そしてカウンターメロディの作り方の基礎を学
びます。

第１課題ー歌詞の書き方／
ハモの付け方ーデモ３提出ペーパーテスト課題

歌詞をどうやって書くのか、その概論を学びます。またハモをどうやってつけていくか
も勉強します。ここまで学んだ作曲技法を次週にテキストで提出します。

最終段階のデモを提出し、ブラッシュアップのアイデアを交換しま
す。

クォーター末試験評価方法

出席３０％　平常点　３０％　テスト４０％

テーマ 授業内容

第二課題ーテーマ概説
新しい課題曲のテーマを概説します。同時に楽曲の成り立ちを
じっくりと学びます。

作詞　作曲　アレンジ　録音　ミックス　楽曲制作の総合力をじっくりと身につける授業です。授
業は提示された課題曲をテーマに、生徒が自由にオリジナル楽曲を作りながら進んでいきま
す。出来上がった楽曲は授業内で発表しお互いに活発な意見交換を行います。

到達目標
歌詞のついたボーカル入りの楽曲制作がアレンジも含めて出来るようになる。
講師の修正リクエストに対応した制作能力を身につける。
春学期では３曲のオリジナル曲を目標にします。

授業計画

オリジナル曲発表／課題テキスト提出
第１課題曲の発表と意見交換会

ガイダンスと春休みに書いた曲発表
お互いの自己紹介とレコーディングテクニックの授業ガイダンス
を行います。

テーマ 授業内容

第１課題テーマ解説ー楽曲の聞き方／真似る方法
まず音楽の聞き方をもう一度学びます。そして何を真似ることが
学びにつながるのかを確認します。

第１課題ーリズムとコード進行
課題曲のリズムとコードについて音色を含めて解説します。また
似たような曲も参考にして、ジャンルを勉強していきます。

第１課題ーコードとメロディ−デモ１提出
コードに対してのインサイドとアウトサイドのノートの使い分けを
学びます。

担当講師

藤井 丈司

科目概要

ソング制作 Ⅲ

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

藤井 丈司ソング制作 Ⅳ

科目名 科目区分

作詞　作曲　アレンジ　録音　ミックス　楽曲制作の総合力をじっくりと身につける授業です。夏
休み期間中に制作した楽曲発表から始まり、秋学期はフルサイズの楽曲制作とグループ制作
を中心に行います。出来上がった楽曲は授業内で発表しお互いに活発な意見交換を行いま
す。
到達目標
イントロ、間奏、カウンターメロディなど、よりプロ志向の楽曲制作が出来るようになる。
自分の目指した楽曲を作り、世の中にしっかりと発表していける制作能力を身につける。
秋学期も３曲のオリジナル曲を目標にします。

授業計画
テーマ 授業内容

第４課題最終デモ提出〜ブラッシュアップ
第４課題の歌入りデモを提出し、修正をします。

第４課題　発表〜第５課題（フルサイズ制作）説明
第４課題曲の発表と意見交換。第５課題はフルサイズ制作です。ど
のように楽曲全体（間奏を含む）を構築していくかを説明します。

第５課題デモ１提出〜ブラッシュアップ
まずはワンコーラスの提出をして修正をします。

第５課題デモ２提出〜ブラッシュアップ
アレンジとフルサイズのデモを提出し修正します。

第５課題デモ３提出〜ブラッシュアップ
フルサイズの修正と歌詞（あるいは歌入り）のデモの提出と修正
をします。

第５課題デモ４提出〜ブラッシュアップ
最終段階のデモ提出と修正をします。

第５課題（フルサイズ制作）発表とペーパーテスト
第５課題の発表と意見交換です。

クォーター末試験評価方法

出席３０％　平常点　３０％　テスト４０％

テーマ 授業内容

第６課題（グループ制作）の説明
第６課題はグループ制作（フルサイズ）です。どのようなやり取りで作っていくのか
を、説明します。そのあとグループで各自の役割とテーマを話し合います。

第６課題（グループ制作）プレゼンテーション
グループ内の組織と、どんなテーマを持って作っていくのかを発
表します。その後は制作に入ります。

第６課題（グループ制作）デモ１発表
グループ制作の進行状況を発表します。

出席３０％　平常点　３０％　テスト４０％

第６課題（グループ制作）デモ２発表
ワンコーラスのデモをグループで発表します。意見交換と修正。

第６課題（グループ制作）デモ３発表
フルサイズのデモをグループで発表します。意見交換と修正。

第６課題（グループ制作）デモ４発表
フルサイズ歌入りのデモを発表します。意見交換と修正。

第６課題（グループ制作）発表会と振り返り
発表です。ブラッシュアップの課題が出ます。

ブラッシュアップ課題の提出とペーパーテスト
各自に出されたブラッシュアップの課題提出と、１年間に学んだ
ことのペーパーテストです。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

基本をまもり、魅力的な歌詞がつれているかどうか？

試験結果30%、平常点30%、出席等40%

テーマに沿った楽曲提出
実際の音源試聴・ディスカッション

アレンジ・作曲学科

作詞テクニックIV 整合性
アーティスト像をイメージできているか

歌詞をつける　ラフ
イメージ通りにあった歌詞

歌詞をつける　ブラッシュアップ
より刺さる歌詞へ

作詞テクニックI　母音
実際の歌い易さを理解しているか

作詞テクニックII　歌い回し
覚え易い流れとは何かを理解しているか

作詞テクニックIII　比喩

日本文学分析IV
吉本ばなな
リズム感や時代感を理解

日本語研究
日本語の特徴
言語学的な他国ごとの差を理解

比喩の重要性を理解できているか

クォーター末試験評価方法

日本語の詩の世界観を理解できているか？
試験結果30%、平常点30%、出席等40%

テーマ 授業内容

詩と歌詞の差
歌い回しや、リズムの理解

日本語の歌詞を書くにあたり、まずは日本の名作文学を研究して特徴をつかんだり、基本的な
日本語での文章の特徴を学びましょう。

到達目標

日本文学の特徴・その時代の先見性、世界観を理解できているか？

授業計画

テーマに沿った短歌3編を提出
騒動的な日本語の文章作りの理解度

オリエンテーション
授業使用FBアカウントグループの作成など

テーマ 授業内容

日本文学分析I
宮沢賢治研究

自然主義の理解

日本文学分析II
中原中也研究
ダダイズムの理解

日本文学分析III
谷川俊太郎研究
画角やスケールの変化

担当講師

浅田 祐介

科目概要

作詞 Ⅰ

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

アレンジ・作曲学科

担当講師

浅田 祐介作詞Ⅱ

科目名 科目区分

更に歌詞についての学習。実際に歌詞をつけてみたり、仮想タイアップ案件を用意しキーワード
縛りなど、実際の現場に近い体験をしてもらいながら、歌詞を学んでいきます。

到達目標

勉強したことが理解できているか？魅力的な作品はできているか？

授業計画
テーマ 授業内容

作詞テクニックV　２つのテーマ
共感・羨望のシステム　メロ譜やシンセメロに歌詞をつけ

る

作詞テクニックVI　音としての面

白さ

日本特有のオノマトペや、音としての面白さを紹介

作詞テクニックVII 　ラップ
ラップというジャンルについての考察　韻やフロー

歌詞演習　アップテンポ
メロディーに歌詞をつけてみよう　アップテンポ

歌詞演習　バラード
メロディーに歌詞をつけてみよう　バラード

試験課題　ミディアム
試験課題のミディアムの曲のコンセプト探し

試験課題曲を試聴
同テーマで他の人はどんな歌詞を書くの確認・ディスカッ

ション

クォーター末試験評価方法

勉強したことが理解できているか？魅力的な作品はできているか？

試験結果30%、平常点30%、出席等40%

テーマ 授業内容

作詞テクニックVIII 刺さる言葉
個性的な言葉を使った歌詞を分析

学生曲　作詞I
学生のオリジナル曲に90分で作詞　アップテンポI

学生曲　作詞II
学生のオリジナル曲に90分で作詞　アップテンポII オノマ

トペ

総合的に教わったテクニックを習得し、印象的な作品が作れているか？

試験結果30%、平常点30%、出席等40%

学生曲　作詞III
学生のオリジナル曲に90分で作詞　ミドルテンポI

学生曲　作詞IV
学生のオリジナル曲に90分で作詞　ミドルテンポII 比喩表

現

学生曲　作詞V
学生のオリジナル曲に90分で作詞　スローテンポI

学生曲　作詞VI
学生のオリジナル曲に90分で作詞　スローテンポII 共感の

システム

総合力オリジナル曲
コンセプトに沿った歌詞作り・試聴・ディスカッション

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

水島 康貴

科目概要

科目名

レコーディングディレクション Ⅰ

科目区分

レコーディングにおけるディレクションテクニックをマスターする。
この学期ではコミュニケーションとヴォーカルディレクションについて主に学習する。
筆記用具必須。（鉛筆、消しゴム、定規は常に持参すること。）

到達目標
ディレクションの基本であるコミュニケーション能力をアップさせる。
状況判断から、歌い手さん演者、エンジニアなど全体の進行に添いながら
役割を理解し、対応する力を身につける。

授業計画

コーラスディレクション2
コーラスデータの修正ダブルテイクの作り方やボーカルデータか
らのハーモニーの生成を覚える。

ガイダンス
授業内容の説明。
コミュニケーション能力アップの実践。

テーマ 授業内容

Vocalディレクション１
Vocalディレクションについて歌録りのパターン（男性、女性、ソロ、グループ）の説
明。歌い手とのコミュニケーションの取り方のバリエーションを説明。

Vocalディレクション2
メロディ譜面に歌詞を書き込む。ブレスポイントや音の動きにつ
いて理解。（小テスト開始）

Vocalディレクション3
歌録りの作業の流れを説明。レコーディングした歌のセレクト作
業について説明と実践。

Vocalディレクション４
セレクトしたボーカルを繋ぐ、修正、トリートメントの方法を説明。
各ソフトウェアの機能紹介など。

コーラスディレクション１
コーラスのパターンの説明。

コーラスのパターンの説明。かけ声や追っかけメロなどの録り方
の説明。

クォーター末試験評価方法

出席30%平常点30%課題提出40%（小テストあり）
試演授業内容1クオーター：ヴォーカル録り

テーマ 授業内容

グループVocalディレクション１
グループものVocalディレクションの手順の説明。仮唄の重要性。人数、声質の確認。コミュニケー
ションの取り方。ボーカルトラックの整理の仕方。繋ぎ方、修正点の説明。トラックセレクトの実践。
影の使い方。

学期末試験評価方法

出席30%平常点30%課題提出40%（小テストあり）
試演授業内容2クオーター：3〜4リズム録り

4リズムのセクションのディレクション
ダビングに於けるディレクションについて理解する。ギター、ベース、ドラ
ム、打楽器、弦楽器、管楽器。各自ダビング目標を設定。

アレンジ・作曲学科

マスターリズム譜面の書き方１
生楽器での録音の重要性を説明。課題よりマスターリズム譜の作成の
仕方を説明。幾つかの例を見ながら必要なパターンを学習。

マスターリズム譜面の書き方2
マスターリズムの作成の基礎を実践。

マスターリズム譜面の書き方3
マスターリズムを完成させるには？？課題曲より譜面起こし作業
の実践。

グループVocalディレクション2
歌の長さ、表情の付け方、ブレスポイント、説明の仕方、マネージメントとの連携を説明。トラック分
け、人数分けなど楽曲内の歌い手のバランスの取り方。時間配分など。

グループ物Inst楽器ディレクション
Strings,HornSection,GospelChorusなど多人数によるレコーディングに於
ける注意点。実際の音源を聴きながらプロセスを学びます。

グループ物コーラスディレクション



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

出席30%平常点30%課題提出40%（小テストあり）
試演授業内容4クオーター：Violin録り

アーティストディレクション1
アーティストディレクションについての説明。それぞれのディレク
ションしてみたいアーティストへのアプローチを考える。

アーティストディレクション2
各自決めたアーティストへの楽曲のコンセプト、リファレンス、ス
ケッチ音源を提出、発表。

アーティストディレクション3テーマ制作1
ボーカル録りをした音源の提出。各自の目標へ到達したかそれ
ぞれ検証し考察する。テーマ制作のグループミーティング。

テーマ制作２
テーマ制作の企画書の発表とスケッチ音源の提出。

テーマ制作３
テーマ制作の音源、企画書、譜面、歌詞を提出。
１年間の総括。

学期末試験評価方法

トレイラー映像制作2
企画書、テーマ音源、映像素材の提出と経過発表。

トレイラー映像制作3
尺の決まったラフ映像（音源付き）の提出と経過発表。

トレイラー映像制作4
映像、企画書の提出と各グループでの反省点などディスカッショ
ン。

トレイラー映像制作1
ゲーム、ドラマ、映画などのトレイラーをグループ制作にて企画。
役割分担含めチーム内ミーティングからグループごとの発表へ。

クォーター末試験評価方法

出席30%平常点30%課題提出40%（小テストあり）
試演授業内容3クオーター：3管録り

テーマ 授業内容

サウンドロゴ制作1
グループごとに、メーカー、商品、コンセプトなどを打ち合わせ。
企画を練り、行程含めグループ発表。

サウンドロゴ制作2
企画書から各自音源の持ち寄りからミーティング。
それぞれの意見を出し合いながら方向性の確認と発表。

サウンドロゴ制作3
イメージ映像とともにグループ内での絞り込み、企画書、音源、イ
メージ映像の提出。

ダビング楽器のディレクション1
2Q終わりの試演にて行ったリズム録りから学んだ事を発表し学
生同士で意見交換。ミュージシャンへのリスペクトについて。

ダビング楽器のディレクション2
レコーディング全体の流れを確認。アルバム単位でのディレクションにつ
いて。スタジオ手配含めダビング楽曲とダビング楽器について考察する。

ダビング楽器のディレクション3
エンジニアを招いて楽器ごとのレコーディング時に必要な事、条
件、ディレクターとの関わりについてディスカッションする。

レコーディングにおけるディレクションをマスターする。この学期では主に楽器のディレクションに
ついて学習する。そしてグループ作成課題。（ディレクターを立てながらの音源、映像制作）

到達目標
各楽器の特徴からディレクションをする上でのコミュニケーション方法を習得すること。
ディレクターとしての立ち回り方など制作に於ける行程をグループにて実践、発表。
イメージ映像も含めて企画書通りにまとめ上げることが目標。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

水島 康貴レコーディングディレクション Ⅱ

科目名 科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

高音色で音楽的なミックスが出来ているかを評価します。
実技試験40点、出席点40点、平常点20点。

クオーター末試験
各自のオリジナル曲のミックスデータを提出します。

アレンジ・作曲学科

特殊エフェクトの製作法と使用例
デフォルメ、アクセント等の効果的な使用方法を学びます。

ミックスオートメーション（１）
音量調整の方法を学びます。

ミックスオートメーション（２）
プラグイン、バス、等のオークションを学びます。

リヴァーブとディレイの概念と種類（２）
楽器別に適した空間系のエフェクトを学びます。

リヴァーブとディレイのジャンル別使用方（１）
ジャンル別に適した空間系のエフェクトの使用方法を学びます。

リヴァーブとディレイのジャンル別使用方（２）

イコライザーとコンプレッサーの
適切な使用方法（２）

ベース、ギター、ピアノ、シンセ等のサウンド作りを学びます。

イコライザーとコンプレッサーの
適切な使用方法（３）

男性ヴォーカル、女性ヴォーカルのサウンド作りを学びます。

楽器別に適した空間系のエフェクトの使用方法を学びます。

クォーター末試験評価方法

ミックスの基礎を把握しているか、技術的な進歩はあるかを評価します。
実技試験40点、出席点40点、平常点20点。

テーマ 授業内容

リヴァーブとディレイの概念と種類（１）
音に豊かさと広がりを加える空間系のエフェクトの基礎を学びま
す。

ミックスの基礎概論と音響学の基礎を学び効率的で効果的な作業を習得します。

到達目標
高品質で精度の高いミックスを目指します。

授業計画

クオーター末試験
課題をミックスしデータ提出します。

音響学の基礎（1）
音階と周波数の関係、音量と音域による聴感上の違いを学びま
す。

テーマ 授業内容

音響学の基礎（２）
音楽的な倍音の理解と効果的な使用法を学びます。

音響学の基礎（３）
音の定位と位相を深く学びます。

イコライザーとコンプレッサーの概念と
適切な使用法（1）

ドラムスとパーカッションのサウンド作りを学びます。

担当講師

伊東 俊郎

科目概要

ミックステクニック

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

伊東 俊郎プリプロダクションテクニック

科目名 科目区分

前期ミキシングテクニックで学んだ音響理論、専門的な技術を使い、高品質、高音質なデモテー
プ作りを学びます。

到達目標
目的別、ジャンル別に適合したプロクオリティのデモテープ及び完成品が作れるようにします。

授業計画
テーマ 授業内容

プリプロダクションの概念（1）
公募用、自作用などの使用目的に合わせたデモテープの製作法
を学びます。

プリプロダクションの概念（２）
提出時の条件、規定について専門的に学びます。

リファレンスの概念と選び方（1）
デモテープ制作の参考資料、参考楽曲の選出と解析の仕方を学
びます。

リファレンスの概念と選び方（２）
リファレンス曲のミックスの解析方法を学びます。

プリプロダクション用ミックス（１）
テーマに沿ったミックスの方法を学びます。

プリプロダクション用マスタリング（１）
テーマに沿ったマスタリングの方法を学びます。

クオーター末試験
自作の楽曲の完成形をテーマに沿って、データ提出します。

クォーター末試験評価方法

テーマに沿って、オリジナル曲が制作されているかを評価します。
実技試験40点、出席点40点、平常点20点。

テーマ 授業内容

ミックス（１）
作品のグレードアップの為にさらに高度な技術を学びます。

ミックス（２）
これまでの授業で不明な点を質疑応答します(1)
ジャンル別に最新のミックスを解析して学びます。

ミックス（３）
これまでの授業で不明な点を質疑応答します(2)
最新ヒット曲のミックスを解析して学びます。

1年間学んだ理論、技術が身に付いているかを評価します。
実技試験40点、出席点40点、平常点20点。

マスタリング（1）
最新音楽状況にあった技術と概念を学びます。

マスタリング（２）
マスタリングに関して不明な点、もっと知りたい点を質疑応答しま
す。

ミックス総括
最新の技術、機材の解説と今後の展望を学びます。

マスタリング総括
最新の技術、機材の解説と今後の展望を学びます。

クオーター末試験
オリジナル曲をデータで提出します。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

出席30%平常点30%課題提出40%(メロディ課題の1ハーフ音源を提出とする。マスターリズム譜
面、コーラス譜面の評価。）

Chorusワークについて
メロディーからの字ハモの生成方法、歌詞によるハモ箇所の設
定 WooAhに於けるVoicingの基本について説明と実践。

アレンジ・作曲学科

4つ打ち楽曲のアレンジ１
メロディ課題提示、4つ打ち楽曲の4リズムの組み方説明。ハネ
方の数値など聞き比べしながら体感する。

4つ打ち楽曲のアレンジ2
メロディ課題から目標とするリファレンスの解析と、4つ打ち楽曲の組んだ
４リズムを発表。楽器構成のポイントなどを全員で検証。

4つ打ち楽曲のアレンジ3
4リズムから発展させたアレンジの発表。修正他全体アレンジバ
リエーションの指導。

3連,Bounce曲のアレンジ2
メロディ課題から目標とするリファレンスの解析と、Bounce課題の組んだ
4リズムを発表。楽器構成のポイントなどを全員で検証。

3連,Bounce曲のアレンジ3
4リズムから発展させたアレンジの発表。修正他全体アレンジバ
リエーションの指導。

マスターリズムの作成について

16beatのアレンジ１
メロディ課題から目標とするリファレンスの解析と、16beat課題の
組んだ4リズムを発表。楽器構成のポイントなどを全員で検証。

16beatのアレンジ２
4リズムから発展させたアレンジの発表。修正他全体アレンジバ
リエーションの指導。

マスターリズムの基本と必要な情報について。
実際の五線紙も使用しながら覚えていきます。

クォーター末試験評価方法

出席30%平常点30%課題提出40%(メロディ課題の１ハーフ音源を提出とする)

テーマ 授業内容

3連,Bounce曲のアレンジ１
メロディ課題提示、3連,Bounceの4リズムの組み方説明。ハネ方
の数値など聞き比べしながら体感する。

アレンジの基礎からメロディー、曲の構築などリファレンスなど各自の目標を定める事。
オリジナリティーも追求しつつ、メロディーに対してバランスの良いオケの制作を学んで行きま
す。

到達目標
メロディーに対するコード、リズムの関わり合いを理解すること。
基本のビートに対して楽器ごと、帯域、定位によるバランスの取り方の基本を理解し、実践する
ことが出来るようになる。

授業計画

16beatのアレンジ３
16beat課題の提出。各自の目標に到達しているか検証。16beat
課題の提示と基本について。

アレンジガイダンスと課題提示
授業内容の説明、共有フォルダの設定。8beatアレンジ課題の提
示と8beatの基本とリファレンスについて。

テーマ 授業内容

8beat曲のアレンジ１
メロディ課題から目標とするリファレンスの解析と、8beat課題の
組んだ4リズムを発表。楽器構成のポイントなどを全員で検証。

8beat曲のアレンジ２
4リズムから発展させたアレンジの発表。修正他全体アレンジバ
リエーションの指導。

8beat曲のアレンジ３
8beat課題の提出。各自の目標に到達しているか検証。16beat課
題の提示と基本について。

担当講師

水島 康貴

科目概要

ポピュラーアレンジ Ⅲ

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

水島 康貴ポピュラーアレンジ Ⅳ

科目名 科目区分

4リズムにストリングスセクション、ホーンセクションや、パーカッション、コーラスを加えた編成で
のアレンジ法を学習します。さらにテーマに合わせたアレンジ力も身に付けます。
楽器に対するプラグインのセッテイングとアプローチの仕方を習得します。

到達目標
セクションなど各楽器の特徴を活かしたアレンジが出来るようになる。
ハーモニーと奏法など効果的に楽曲に対してアプローチすることができるようになる。
プラグインなどコンパクトに効率よく使いながらバランスを取れるようになる。

授業計画
テーマ 授業内容

バラードのアレンジ１
メロディ課題提示、バラードのリズムの組み方説明。
全体の流れを意識し、同じ場所が無いようなアレンジを目指します。

バラードのアレンジ2
メロディ課題から目標とするリファレンスの解析と、バラード課題の組ん
だ4リズムを発表。楽器構成のポイントなどを全員で検証。

バラードのアレンジ3
4リズムから発展させたアレンジの発表。修正他全体アレンジバ
リエーションの指導。

カウンターラインの技法修得
バラード課題より、カウンターラインの作成方法を学びます。
メロディとの関係性含めストリングスアレンジへの導入となります。

ストリングスアレンジ1
ピアノ、ストリングスのみの1コーラス課題。譜面の書き方におついて。弦
はカルテットを意識した基本の動きと構成を作る技法を学びます。

ストリングスアレンジ2
ピアノコーラス課題の提出。
1ハーフサイズストリングスの課題の提示。

ストリングスアレンジ3
メロディ課題から目標とするリファレンスの解析と、ストリングス課題の組
んだ4リズムを発表。楽器構成のポイントなどを全員で検証。

クォーター末試験評価方法

出席30%平常点30%課題提出40%(メロディ課題の1ハーフ音源を提出とする)
ピアノストリングスのスコア譜面提出マスターリズム譜提出あり。

テーマ 授業内容

ストリングスアレンジ4
4リズムから発展させたアレンジの発表。修正他全体アレンジバ
リエーションの指導。譜面の書き方について。

ホーンセクションアレンジ1
ホーンセクションの概念と各楽器へのアプローチについて学びます。アレ
ンジの上がっているオケにホーンセクションのみの打ち込みをします。

ホーンセクションアレンジ2
ホーンセクションの楽器の音場、Comp,EQ,について確認。
アレンジした音源の確認とメロディ課題の提示。

出席30%平常点30%課題提出40%(メロディ課題の1ハーフ音源を提出とする)
ホーンセクションスコア提出、マスターリズム譜の提出あり。

ホーンセクションアレンジ3
メロディ課題から目標とするリファレンスの解析と、ホーンセクション課題
の組んだ4リズムを発表。楽器構成のポイントなどを全員で検証。

ホーンセクションアレンジ4
4リズムから発展させたアレンジの発表。修正他全体アレンジバ
リエーションの指導。

テーマを指定し企画音源制作とまとめ1
各自のコンセプトを元に企画書を作成。それに沿った音源政策と
なります。2分程度。1年間のアレンジのまとめ1も行います。

テーマを指定し企画音源制作とまとめ2
企画書に照らし合わせながら音源の途中経過発表と全員でディ
スカッション。1年間のまとめ2も行います。

テーマを指定し企画音源制作とまとめ3
音源の提出と企画書、譜面の提出。
1年間の総括。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回 楽曲発表
フルコーラスで、アレンジMIXまで施された楽曲の発表会です。試
験となります。

学期末試験評価方法

出来上がった商品としての音源、プロモーションまでも含めた企画書の完成度を主に評価しつ
つ、制作の実習現場における集中度、理解度、またそこに至るまで努力過程も加味するものと
します。試験３３％、平常点３３％、出席状況３３％

洋楽ディレクターの仕事
洋楽アーチストの楽曲２曲を選び、２チームに分かれた学生がど
ちらを日本デビューシングルにするかをディベートします。

楽曲制作１
実際にアレンジャーに発注する、という意識で、制作スタッフ自分
自身が制作してきた制作途中のDEMOを授業内で発表します。

楽曲制作2
前回発表時に他のメンバーから出た意見、アドバイス等を元にさ
らに制作を進め、発表します。

構成の重要性
構成の重要性、特にBメロ後半の、サビ直前のアレンジの重要性
を研究します。

CM（BGM）制作
制作教室に移動し、既存のCM映像をみながら、各人がコード進
行+３rhythmのみで、BGMを制作します。

BGMから歌ものへ
任意に選択した前回制作したBGM（メロディの無いトラック）に歌
としてのメロディを歌詞とともに制作します。

発注に対する楽曲のコンセプトの到達度、楽曲に対するメンバーの意識、意欲を評価します。筆
記テストは行わないかわりに、各自（グループ毎ではない）の作曲段階のDEMO音源を提出、こ
れを中間テストのかわりとします。試験３３％、平常点３３％、出席状況３３％

テーマ 授業内容

ステージ企画
ラクーアにある野外ステージを使用した、現実味があり、集客の
見込みのある、コラボ企画を考え、プレゼンします。

デモ制作2
前回発表時に他のメンバーから出た意見、アドバイス等を元にさ
らに制作を進め、発表します。

デモ発表
作曲のDEMO（メロディとコード進行の分かる、簡単なアレンジの1
コーラスDEMO）発表会です。試験となります。

クォーター末試験評価方法

グループ分け
クラスを二つのプロダクションチームに分け、それぞれが音楽商
品制作において競います。

企画会議
制作チーム毎に半年後にリリース（完成）予定のオムニバスCD
の企画を会議します。

デモ制作１
実際に作家に発注する、という意識で、制作スタッフ自分自身が
作曲してきた制作途中のDEMOを授業内で発表します。

テーマ 授業内容

音源制作概論
この講座の目標、内容、約束事などを説明します。また2年生とし
てより実践的で高度な目標を設定をします。

基礎知識
アイドル、アーチスト、アニソンについて説明し、またそれぞれの
存在意義を考察します。

科目概要
クラスをいくつかの仮想プロダクションチームに分け、デモ音源制作に関する応用知識と経験を
養います。また前学期とは違い、音楽以外の商品や企業との関連、クライアントやタイアップと
いった外部からの発注に沿った形のより実践的な制作シミュレーションを行います。

到達目標
ソングライターゼミAと講座内容や目標は同じですが、その内容、目標のレベルを一段階高めま
す。より実際の商品制作に近い形の実習を行い、将来作家として共に仕事をするであろう制作
スタッフ陣への理解を深め、作曲家としての視野を拡げることも目指します。

授業計画

アレンジ・作曲学科
担当講師

市川 春行ソングライターゼミ B

科目名 科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

楽曲のクオリティー。世の中の曲と対等に戦える曲になっているか？
それだけではなく、実際にアーティスト活動をしていく上で最低限のランニングコストを得る戦略
が立てているか？新しい技術やサービスについての理解は深まっているか？など。
試験結果30%、平常点30%、出席等40%

楽曲制作・プロモーション技法I
楽曲を軸にグループごとに個別指導。
プロモーションについての確認。（アイデア確認）

楽曲制作・プロモーション技法II
楽曲を軸にグループごとに個別指導。
プロモーションについての確認。（アイデア再確認n）

第二回配信開始
楽曲の配信のスタートと同時にプロモーション開始。

効果測定
実際にプロモーションによる効果測定。

試験
配信をやってみて感じたことについてのリポート提出。

学期末試験評価方法

プロモーションの重要性
現代のアーティストのプロモーションの実態について考察。

SNS
SNSのプロモーション運用について学ぶ。
問題点や成功事例など。

配信作品制作開始
配信にあたり必要な素材の調達方法、フォーマットについて学
ぶ。また具体的な楽曲の方向性などを決める。

第一回配信
楽曲を配信しリポート提出

クォーター末試験評価方法

コライティングは機能していたか？刺さる楽曲にするためのロジックは構築されていたか？
また楽曲自体のクオリティーは目標に達していたか？
試験結果30%、平常点30%、出席等40%

テーマ 授業内容

楽曲制作II
楽曲を軸にグループごとに個別指導。
コード・メロディーなど

楽曲制作III
楽曲を軸にグループごとに個別指導。
アレンジなど

楽曲制作IV
楽曲を軸にグループごとに個別指導。
ミックス・その他最終チェック

現代の音楽試聴研究
最新の音楽試聴の現状について学ぶ。
アグリゲーションサービスについて学ぶ。

配信作品制作開始
配信にあたり必要な素材の調達方法、フォーマットについて学
ぶ。また具体的な楽曲の方向性などを決める。

楽曲制作I
楽曲を軸にグループごとに個別指導。
楽曲の方向性決め

複数の匿名のグループを作り実際にTuneCoreなどの配信サービスを利用して、楽曲を配信す
ることを学ぶ。その上でさらに楽曲の精度をあげていく工夫や手法を学ぶ。

到達目標
楽曲クオリティーのアップ。TuneCoreなど各種配信アグリゲーターの運用方法について知識を
得る。
試験結果30%、平常点30%、出席等40%

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

浅田 祐介自作自演アーティストゼミ B

科目名 科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

良い音を作るための基礎と方法を理解しているかを確認します。
テスト30％、出席40％、平常点30％です。

クォーター末試験。
実技試験を行います。

アレンジ・作曲学科

サウンドメイキング（5）
ストリングスとクラッシクな楽器の音作りの基礎を学びます。

サウンドメイキング（6）
ヴォーカルとコーラスの音作りの基礎を学びます。

サウンドメイキング（7）
リヴァーブと特殊エフェクトの音作りの基礎を学びます。

サウンドメイキング（2）
ジャンル別ドラムス、パーカッションの音作りの基礎を学びます。
（2）

サウンドメイキング（3）
ベースとギターの音作りの基礎を学びます。

サウンドメイキング（4）

プラグインの基礎を学びます。（2）
コンプレッサーの基礎と正しい使用法を学びます。

プラグインの基礎を学びます。（3）
ディレイとリヴァーブの基礎と正しい使用法を学びます。

ピアノとキーボードの音作りの基礎を学びます。

クォーター末試験評価方法

基礎の確認、機材の正確な使用方法が確実に行えるかを実技試験します。
テスト30％、出席40％、平常点30％です。

テーマ 授業内容

サウンドメイキング（1）
ドラムス、パーカッションの音作りの基礎を学びます。（1）

プロツールスを基礎の確認から応用を総合的に学びます

到達目標
作業の効率化と正確性を目的として様々なテクニックを身に付けます。
プラグインの基礎的知識と使用法を把握します。

授業計画

クォーター末試験。
実技試験を行います。

プロツールスの概要。
プロツールスについての認識の個別確認をします。

テーマ 授業内容

必須ショートカット学びます。
オペレートを個別確認します。

編集アイテムを学びます。
編集実習をします。

プラグインの基礎を学びます。（1）
イコライザーの基礎と正しい使用法を学びます。

担当講師

伊東 俊郎

科目概要

プロツールス Ⅲ

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

伊東 俊郎プロツールス Ⅳ

科目名 科目区分

使用法、操作法の上級テクニックとオペレーションの習得を目指します。

到達目標
プロツールスの利点を理解し自身の作品のグレードアップを目指します。

授業計画
テーマ 授業内容

編集（1）
基本的な切り取り、コピー、貼り付けを学びます。

編集（２）
歌、楽器のピッチとタイミングの修正を学びます。

編集（３）
効率の良い作業の手順を学びます。

MIX（1）
MIXの基礎と初期設定を学びます。

MIX（２）
オートメーションを学びます。

MIX（３）
ジャンル別MIXの方法を学びます。

クォーター末試験。
実技試験を行います。

クォーター末試験評価方法

基礎の確認、機材の正確な使用方法が確実に行えるかを実技試験します。
テスト30％、出席40％、平常点30％です。

テーマ 授業内容

トータルオペレート（1）
作業効率が良く、高度なテクニックを学びます。

トータルオペレート（2）
オーダーされた作業を正確に早く出来る手順を学びます。（1）

トータルオペレート（3）
オーダーされた作業を正確に早く出来る手順を学びます。（２）

プロツールスを使って作品を完成出来るか確認します。
テスト30％、出席40％、平常点30％です。

上級テクニックを学びます。（1）
プロのオペレーター・テクニックを学びます。

上級テクニックを学びます。（２）
プロのミックス・テクニックを学びます。

マスタリングテクニックを学びます。（1）
マスタリングの基礎とジャンル別テクニックを学びます。

マスタリングテクニックを学びます。（２）
プロのマスタリングテクニックを学びます。

クォーター末試験。
オリジナル作品の提出です。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

作品（データ）提出と音出しを行います。ハードウェアシンセサイザーを自在にコントロールでき
ているか、提出物の完成度とパフォーマンスから評価します。
試験（提出作品）６０％　平常点２０％　出席点２０％

提出・デモンストレーション
アプリケーション化して完成させます。
制作したツールを使ったデモンストレーションを行います。

アレンジ・作曲学科

シーケンサーを作る
MIDIグルーブマシン制作（Ⅴ）

ステップシーケンサー部を作成します。

MIDIコントローラーを作る
MIDIグルーブマシン制作（Ⅵ）

MIDIコントローラーを作成します。

ユーザーインターフェイス
MIDIグルーブマシン制作（Ⅶ）

ユーザーインターフェースのデザイン、各自必要な付加機能を作
成します。

入力用インターフェイス
MIDIグルーブマシン制作（Ⅱ）

matrixオブジェクトを説明します。
入力用インターフェイスを作成します。

プリセット機能を付ける
MIDIグルーブマシン制作（Ⅲ）

presetオブジェクトを説明します。
パラメーターの記録、読み出しを行います。

リスムマシンを作る
MIDIグルーブマシン制作（Ⅳ）

フレーズの自動生成
練習作品制作（Ⅱ）

フレーズ＆リズム発生器を作成します。
randomオブジェクトについて説明します。

コード発生器を作る
練習作品制作（Ⅲ）

コード発生器を作成します。
coll＆menuオブジェクトについて説明します。

リズムマシン部を作成します。

クォーター末試験評価方法

作品（データ）提出を行います。
Maxの概念、基本機能を理解できているか提出物から評価します。
試験（提出作品）６０％　平常点２０％　出席点２０％

テーマ 授業内容

テンポの計算
MIDIグルーブマシン制作（Ⅰ）

クロック発生器とテンポ計算ユニットを作成します。

DAWとは違う角度からのMIDIへのアプローチ。
プログラミングソフトウェア「Max」を使用し、ハード＆ソフト両面からのMIDI制御テクニックを身に
つけます。ピタゴラスイッチ感覚でプログラミングを覚えます。

到達目標
Maxの基本操作とオブジェクトの扱いに慣れます。
ハードウェアシンセサイザーをコントロールできるグルーブマシンをアプリケーションとして完成さ
せます。

授業計画

提出
自動作曲装置として完成させます。

Max概要
Maxで何ができるのか？
Max機能を解説します。

テーマ 授業内容

Max基本操作（Ⅰ）
オブジェクトの種類、ヘルプの使い方を説明します。
結線、断線の練習をします。

Max基本操作（Ⅱ）
MIDI系オブジェクトについて説明します。
外部音源を鳴らしてみます。

メトロノームを作る
練習作品制作（Ⅰ）

メトロノームを作成します。
metroオブジェクトについて説明します。

担当講師

新井 正俊

科目概要

ハード＆ソフトウェアテクニック Ⅲ

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

新井 正俊ハード＆ソフトウェアテクニック Ⅳ

科目名 科目区分

ハードウェアでコントロールできるオリジナル楽器を作ります。
自分で設計することで、より深くシンセサイザーの構造を理解でき、作品の独創性にもつながり
ます。

到達目標
シンセサイザーの基本構造を理解し、自作モジュールを組み合わせたモジュラーシンセの構築
や独創的な楽器など、ハードウェア側からコントロールできる楽器アプリケーションを完成させま
す。

授業計画
テーマ 授業内容

モノ／ポリフォニックの構造
ソフトシンセサイザー制作（Ⅰ）

モノフォニックとポリフォニックの構造を説明します。
MIDI、CV/GATEについて説明します。

オシレーターとアンプを作る
ソフトシンセサイザー制作（Ⅱ）

オシレーターとアンプについて説明します。
練習でソフトウェアテルミンを作成します。

フィルターを作る
ソフトシンセサイザー制作（Ⅲ）

フィルターの説明と実装を行います。

エンベロープ＆LFOを作る
ソフトシンセサイザー制作（Ⅳ）

エンベロープ＆LFOの説明と実装を行います。

エフェクター、MIDIコン対応
ソフトシンセサイザー制作（Ⅴ）

エフェクターの実装、外部MIDIコントローラーへの対応を考えま
す。

ユーザーインターフェイス
ソフトシンセサイザー制作（Ⅵ）

ユーザーインターフェースのデザイン、各自必要な付加機能を作
成します。

提出・デモンストレーション
アプリケーション化して完成させます。
デモンストレーションを行います。

クォーター末試験評価方法

作品（データ）提出と音出しを行います。
シンセサイザーの基本構造の理解度、完成度を提出物とパフォーマンスから評価します。
試験（提出作品）６０％　平常点２０％　出席点２０％

テーマ 授業内容

サンプラーを作る
グルーブマシン制作（Ⅰ）

wave、bufferオブジェクトを説明します。
ワンショットサンプラーを作成します。

ドラム音源を作る
グルーブマシン制作（Ⅱ）

ワンショットサンプラーを元にドラム音源部を作成します。

ユニットの結合
グルーブマシン制作（Ⅲ）

2Qで作成したシーケンスユニット、3Qで作成したシンセサイザー
ユニットを搭載します。

作品（データ）提出と音出しを行います。
楽器としての独創性（サウンド、デザイン、コンセプト）、完成度を提出物とパフォーマンスから評
価します。
試験（提出作品）６０％　平常点２０％　出席点２０％

エフェクトターを作る
グルーブマシン制作（Ⅳ）

エフェクターを作成します。

ミキサーの制作
グルーブマシン制作（Ⅴ）

ミキサーを作成します。

外部コントローラーへの対応
グルーブマシン制作（Ⅵ）

外部MIDIコントローラーへの対応を考えます。

ユーザーインターフェイス
グルーブマシン制作（Ⅶ）

ユーザーインターフェースのデザイン、各自必要な付加機能を作
成します。

提出・デモンストレーション
アプリケーション化して完成させます。
制作したツールを使ったデモンストレーションを行います。

学期末試験評価方法



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回 J-pop制作3
提出されたJ-popトラックの中から任意に2、3ケを指定し、各人
がメロディを考え、入力し、提出します。試験となります。

学期末試験評価方法

授業内で提出された作品を発表し、評価します。また、クラスの皆にもそれぞれコメントをしてを
もらいます。平常点３３％提出物３３％ＴＥＳＴ３３％

定番コード進行　番外編2
循環コード（強進行）にみえて、実は弱進行という、FM7-E7-
Am7-C7を紹介します。

J-pop制作1
これから３回はオケ先という手法に焦点を当て、基本的なJ-
POPフォーマットのオケの制作実習を行います。

J-pop制作2
イントロ-Aメロ-Bメロ-サビ-サビ’（ダッシュ）の3rhythmオケト
ラックの制作実習をします。

定番コード進行2
J-popに多いコード進行として、カノン進行を紹介します。またそ
れを使用したモチーフを制作実習します。

定番コード進行3
J-popに多いコード進行として、小室進行を紹介します。またそ
れを使用したモチーフを制作実習します。

定番コード進行　番外編１
FM7から順次下降し、CM7に落ちるという、いわゆるLoving You
進行を紹介します。

授業内で提出された作品を発表し、評価します。また、クラスの皆にもそれぞれコメントをしてを
もらいます。平常点３３％提出物３３％ＴＥＳＴ３３％

テーマ 授業内容

定番コード進行１
J-popに多いコード進行として、4-5-3-6進行を紹介します。また
それを使用したモチーフを制作実習します。

４CHORDSのPOPS1
制作した４CHORDSのAとサビの間に２～8小節の別のコード進
行セクションを挿入し、よりAとサビを差別化しましょう。

４CHORDSのPOPS2
前週制作した４CHORDを軸とした洋楽的POPSを仕上げて、提
出します。試験となります。

クォーター末試験評価方法

ビートの話
歌の伴奏としてのリズムアレンジの考え方や、POPSとしての「わ
かりやすい」ビートの解説をします。

４CHORDSについて1
まず手始めに、J-popよりもシンプルな洋楽POPSを制作してみ
ましょう。４CHORDSループの制作実習をします。

４CHORDSについて２
前週制作した４CHORDSのコードループに、アレンジとメロディメ
イクによって、Aメロ-サビ形式に発展させましょう。

テーマ 授業内容

授業の目標の提示
一年後の目標と、そこへ至る過程を、皆と確認します。

マリのPOPS
どこの国にもPOPSは存在します。ここでは、マリ共和国のPOPS
をイメージし、制作を楽しみましょう。

科目概要
普段は主にインスト曲の制作を学ぶ学生を対象に、あまり触れる事がないであろう歌もの曲の
制作を基礎から学んでいく講座です。「人の声」で、さまざまな文化や時代を表現し、多くの一
般の人の耳に触れる機会の多い、この「歌もの」を学び、制作していきたいと思います。

到達目標
「人の声」による表現をまず研究し、その特徴と制約を知ったうえで、歌ものPOPSの基本的な
制作知識とノウハウを体得します。それらは毎回モチーフという形で、学生各人により音楽
DATAとして制作され、学生各人のスキルとなることを目指します。

授業計画

アレンジ・作曲学科
担当講師

市川 春行スタイル別作曲技法 Ⅰ （歌モノ）

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回 J-POPデモ制作＆提出
仕上げを終えた、J-POPデモを、Wav（デモ音源）とText（歌詞）
で提出し、Testとます。

学期末試験評価方法

授業内で提出された作品を発表し、評価します。また、クラスの皆にもそれぞれコメントをしてを
もらいます。平常点３３％提出物３３％ＴＥＳＴ３３％

J-POPデモ制作　サビの転調１
サビとABメロのキーを変える、いわゆる小室転調を、Demoに施
します。

J-POPデモ制作　サビの転調2
前回から作業している、転調のDATAを完成させます。また発表
会をし、皆でお互いのDATAを確認します。

J-POPデモ制作　仕上げ
上ものアレンジ、イントロの作成、歌詞（1番のみ）の作成をして、
完成させます。

BLUESについて
POPSでは少ない、BLUES形式のヒットPOPSを紹介、考察しま
す。

J-POPデモ制作　ベーシック１
指定された共通の構成とコード進行に、テンポ、ビート、ジャンル
感を各人付加し、コンペ対応レベルのJ-POPを制作します。

J-POPデモ制作　ベーシック2
先週に引き続き、オリジナルJ-popの制作実習をし、完成形を皆
で聞きあいます。

授業内で提出された作品を発表し、評価します。また、クラスの皆にもそれぞれコメントをしてを
もらいます。平常点３３％提出物３３％ＴＥＳＴ３３％

テーマ 授業内容

コード一発もの
ダイアトニック進行を使わない、「コード一発もの」、という切り口
を考察します。

洋楽のJ-pop化　Bメロ付加
既存の洋楽に、Bメロおよびサビ’（ダッシュ）を新たに作成し付
け加えて、J-pop化させます。

洋楽のJ-pop化　提出
既存の洋楽をJ-pop化し、完成させて、提出します。Q末試験と
なります。

クォーター末試験評価方法

ダイアトニック進行以外のアイデア3
分数コードについて、ここでは代表的な分数コードを使用した進
行を紹介し、制作実習をします。

ダイアトニック進行以外のアイデア4
ダイアトニック進行にとらわれないAメロのアイデアとして、メ
ジャーコードの「クリシェ」を紹介します。

洋楽のJ-pop化　基礎知識
J-popの特徴である、Bメロおよびサビ’（ダッシュ）について詳し
く解説します。

テーマ 授業内容

ダイアトニック進行以外のアイデア1
コード進行ではなく、トライアドを使用したコードリフの制作を紹
介します。

ダイアトニック進行以外のアイデア２
マイナークリシェの展開や、SUS4的ドミナントモーション時の使
用など、分数コードの種類と使用法を解説します。

科目概要
前期で学んださまざまな知識やテクニックを再確認しつつ、さらに一歩踏み込んだ歌ものPOPS
制作を目指します。またJ-popというものに特化し、研究し、最終クォータでは、実際にコンペに
提出するような形でのJ-popデモ楽曲の制作実習を行います。

到達目標
春学期に学んだ、歌ものPOPSの基本的な制作知識とノウハウに加え、J-popに特化した様々
な知識を学び、「実際のコンペに対応でき得るレベルのJ-pop楽曲デモ」の制作も行えるように
なることを目指します。

授業計画

アレンジ・作曲学科
担当講師

市川 春行スタイル別作曲技法 Ⅱ （歌モノ）

科目名 科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

ミックスダウンを行います。

スケジュール確認

DJ・クラブミュージックゼミ B

科目名 科目区分

ライブ発表
ライブイベントを開催、作品を発表します。

実際のステージを想定したリハーサル（ゲネプロ）を行います。

トータルコンプと音圧補正を行いマスタリングします。

制作経過を発表します。（後半）

サウンドの核となる音色をしっかりと作り込みます。

楽曲制作3

制作経過を発表します。（前半）

スケジュールの確認と制作グループを決定します。

楽曲制作2

ライブパフォーマンスを念頭に置いた楽曲を制作します。
楽曲制作1

制作スケジュールを確認して計画を立てます。

アレンジ・作曲学科

細部の作り込みとエフェクトを追加します。

出席30％、企画への参加姿勢30％、作品のクオリティ40％

ライブ企画とリハーサル

トラックメイキング3（FXとトッピング）

クォーター末試験評価方法

アルバム制作とマスタリングを行います。

DJプレイ、ライブパフォーマンスを考えた曲構成を考えます。

アルバムマスタリング

学期末試験評価方法

ライブゲネプロ

出席30％、平常点30％、企画への参加姿勢40％

トラックメイキング4（ミキシング）

ライブイベントの企画を練って、リハーサルを行います。

テーマ

担当講師

スケジュール確認

授業内容テーマ

高木 則幸

授業内容

パフォーマンス企画と完成楽曲を発表します。
企画と楽曲プレゼン

授業計画

商品レベルでのクラブミュージック楽曲を制作、完成させます。オリジナル楽曲をライブ用にアレ
ンジして、ライブイベントを企画、開催し、ライブパフォーマンスとして発表します。

到達目標

科目概要

トラックメイキング2（構成）

トラックメイキング1（ベーシックトラッ
ク）

トラックメイキング5（マスタリング）

現代においてはDJスタイルも、単にレコードやCDをプレイするにとどまらず、PCを使ったライブ
パフォーマンス等様々です。ここではオリジナル楽曲、アルバムを制作する事に加えて、オリジ
ナル曲をライブ発表することで実践的なクラブイベントでのパフォーマンスを実践します。楽興制
作は個人またはグループ（ユニット）で行います。



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

佐々木 清裕

科目概要

マニピュレーターゼミ B

科目名 科目区分

前学期から引き続きCycling'74のMAXでのオリジナル・パッチの制作を通して、音響合成やオー
ディオ処理、さらには立体音響について深めていきます。また、他の機材やソフトウェアとの連携
方法などを学び、表現力の拡大を目指します。

到達目標
周波数ドメインの処理方法についての基本的な部分について理解
立体音響（とくにAmbisonics）の処理方法
OSC（Open Sound Control）の使用方法

授業計画

クロス・シンセシス　II　/　提出
前回から作成しているクロス・シンセシスのパッチを仕上げます。

立体音響とアンビソニックス（Ambisonics）
立体音響についてフォーマットも含めて解説するとともに、なかで
もAmbisonicsについて掘り下げていきます。

テーマ 授業内容

CubaseによるAmbisonic処理 I
Cubase Pro 10でのAmbisonicsの処理方法について概要を解説し
ていきます。

CubaseによるAmbisonic処理 II
プラグインによる空間演出等について考えてみます。

再び周波数ドメインによるオーディオ処理考
実際の作品などを紹介しながらその音響処理について解説するとともに、
MAXでの周波数ドメイン処理の方法について解説していきます。

周波数ドメインの応用によるイコライザー
一般のEQとは違って周波数ドメインを利用したEQのパッチを組み
ながら、周波数ドメイン処理について再確認をしていきます。

クロス・シンセシス　I
周波数ドメインによる応用のひとつであるクロス・シンセシス（フェ
イズ・ｳﾞｫコーダー）のパッチを作成します。

Arduinoを使うことで、色々な情報を使って音源や音楽をコント
ロールすることができる可能性について解説します。

クォーター末試験評価方法

・平常時の受講状況　40％
・出席状況　10％
・提出パッチ：動作についての理解度、ユニークさ　　50％

テーマ 授業内容

コンヴォリューションについて
コンヴォリューションと呼ばれる処理方法について概要を解説し、
IR系リヴァーブ等でのユニークな応用例など紹介します。

学期末試験評価方法

・平常時の受講状況　20％
・出席状況　10％
・提出作品：作品の完成度、ユニークさ　　70％

制作実習 IV
最終的な仕上げと確認を行い、提出します。

アレンジ・作曲学科

制作実習 I
これまでの総まとめとして、触れてきたことを使って楽曲の企画を
立案します。

制作実習 II
企画をもとに、フロー・チャート等で整理し、素材準備とパッチを組
んでいきます。

制作実習 III
引き続き制作を進めていきます。

Open Sound Control　（OSC）　 I
WifiやLAN等を通して他の機器をコントロールできるOSCについて
解説します。

Open Sound Control　（OSC）　II
OSCによるコントローラーを実際に組んでみます。

Arduinoと外部コントローラー



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

試験 50%
出席 30%
その他 20%

ホルンの5度/指揮実習
ホルンの5度を使いアレンジに取り入れます。
指揮に必要なリズム読みを2人1組みで行います。

ホルンカルテットについて
ホルンカルテットを分析し、オリジナルに取り入れます。

楽器名について
国毎の楽器名表記を確認します。

年度末試演曲の構成
演奏時間を踏まえて、年度末試演曲の構成を決定します。

2Q試験
1Qの学習内容をペーパーテストで確認します。

学期末試験評価方法

カウンターライン/カウンターメロディ
カウンターライン/カウンターメロディを室内楽編成に取り入れます。

鍵盤楽器のバッキング
既成曲の鍵盤楽器のバッキングを分析し、オリジナルに取り入れます。

鍵盤楽器のrec.
オケを作り、鍵盤パートをrec.します。

1Q試験
音源提出 / ペーパーテスト

前回の試演の音源をmixし提出します。
1Qの学習内容をペーパーテストで確認します。

クォーター末試験評価方法クォーター末試験評価方法

試験 50%
出席 30%
その他 20%

テーマ 授業内容

スコア提出/指揮について
実音のスコアを提出します。
指揮の基本事項を学びます。

パート譜提出/楽語について
パート譜(記譜)を提出します。

サックスカルテット試演
試演(rec.)

サックスについて
・成り立ちと音域、移調について。
・サックスカルテット音源を聞き音色を把握します。

サックスカルテットについて
記譜⇄実音を譜面と鍵盤で確認します。

サックスカルテットのアレンジ
既成曲のアレンジを分析し、各々のメロディで実習します。

年度末のオケの試演に向けて、必要となる個々の楽器の特性、オーケストレーションを学んで
行きます。試演では自身での指揮となる為、指揮についても触れて行きます。

到達目標
春学期は、木管、金管について特性を知り、効果的なアレンジを行える様になる事。
指揮で表現が出来る様になる事。

授業計画授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

小松 真理オーケストレーション （管弦楽法） Ⅲ

科目名 科目区分



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

試験 50%
出席 30%
その他 20%

個別スコアチェック
個別にスコアチェックを行います。

試演の運営
試演を行うに当たり、舞台配置、役割分担、タイムスケジュール、曲順等を
決定します。

スコア提出
年度末試演曲スコア提出

パート譜提出
年度末試演曲パート譜提出

4Q試験
年度末試演曲の仮音源を流し、指揮を発表します。

学期末試験評価方法

コンデンススコア
Cメロ譜を元にコンデンススコアを作成します。

クライマックスのアレンジ
楽曲のクライマックスを決めアレンジを行います。

打楽器について
年度末試演で使用する打楽器を選び、書法を学びます。

3Q試験
弦楽四重奏試演音源の2mix提出

クォーター末試験評価方法クォーター末試験評価方法

試験 50%
出席 30%
その他 20%

テーマ 授業内容

弦楽四重奏スコア・パート譜提出
スコアとパート譜を提出します。

弦楽四重奏試演
弦楽四重奏試演 / rec.

年度末曲の構成、編成
年度末試演の編成を決め、リハーサルマーク毎にメインのメロディ楽器を書
き込みます。

弦楽四重奏について
弦楽器の特性を知り、スコアの分析を行います。

弦楽四重奏アレンジ
音域に合わせたテーマを作り、1週で分析した書法を用いてアレンジを行い
ます。

個別スコアチェック
個別にスコアチェックを行います。

年度末のオケの試演に向けて、必要となる個々の楽器の特性、オーケストレーションを学んで
行きます。試演では自身での指揮となる為、指揮についても触れて行きます。

到達目標
秋学期は、弦楽器と弦を含む編成のオーケストレーションについてを進めていきます。

授業計画授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

小松 真理オーケストレーション （管弦楽法） Ⅳ

科目名 科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

岩田 学

科目概要

クラシック作曲理論 Ⅲ

科目名 科目区分

クラシック音楽の理論を和声法を通して学習します。春学期ではⅤ9の和音やⅡ7の和音に加え
て、準固有和音や属調のⅤ7の和音に関して学びます。

到達目標
和声学を中心にクラシック系音楽の理論を学習し、楽曲分析や作品制作に役立てます。
1年生で学習したドミナント系和音を復習し、様々なサブドミナント系和音を学習します。

授業計画

テスト
ドミナント系和音の総括、課題を実施し理解度をチェックします。

長調Ⅴ9の復習
長調Ⅴ9の最適配置や定型、限定進行音等を学習します。

テーマ 授業内容

長調Ⅴ9の補足説明
長調Ⅴ9の補充的課題を実施し、理解度をチェックします。

短調Ⅴ9の復習
短調Ⅴ9の配置上の注意、限定進行音の例外的進行等を学習し
ます。

短調Ⅴ9の補足説明
短調Ⅴ9の補充的課題を実施し、理解度をチェックします。

ドミナント系和音のまとめ
ドミナント系和音の和声課題を実施し、適切な和音設定が出来て
いるかチェックします。

ドミナント系和音の補足説明
ドミナント系和音の補充的課題を実施し、理解度をチェックしま
す。

準固有和音の和声課題を実施し、理解度をチェックします。

クォーター末試験評価方法

ドミナント系和音の総括としてバス課題を実施します。まず和音設定が適切かどうか、更に最適
配置や限定進行音に関して正しく理解されているかを評価します。課題60％　出席30％　その他
10％

テーマ 授業内容

Ⅱ7の説明
Ⅱ7の和音の基本的な使い方、第7音の進行を学習します。

学期末試験評価方法

Ⅱ7の和音と準固有和音和音を含むバス課題を実施します。Ⅱ7の和音の第7音の進行は正しく
理解しているか、また、準固有和音和音の和音設定に関して正しく理解されているかを評価しま
す。課題60％　出席30％　その他10％

テスト
Ⅱ7の和音と準固有和音を含む課題を実施し理解度をチェックし
ます。

アレンジ・作曲学科

楽曲分析（準固有和音）
準固有和音を使用している楽曲の分析し、準固有和音の実践的
な使い方を学習します。

属調のⅤ7の説明
属調のⅤ7の基本的な考え方を説明し、属調のⅤ7の正しい使い
方を学びます。

属調のⅤ7の使用法
属調のⅤ7を使う上で、注意すべき限定進行音の処理や対斜に
関して学習します。

Ⅱ7の課題とまとめ
Ⅱ7の和声課題を実施し、理解度をチェックします。

準固有和音の説明
準固有和音の考え方と和音進行上の注意、更に対斜に関する知
識を学びます。

準固有和音の課題



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

サブドミナント系和音の総括と近親調転調に関するバス課題を実施します。調設定・和音設定が
適切かどうか、更に限定進行音や対斜に関して正しく理解されているかを評価します。課題60％
出席30％　その他10％

近親調転調の説明
近親調転調の基本的なルールに関して学習します。

近親調転調の使用法
近親調転調の際の終止の種類や調の判別について学習します。

近親調転調のまとめ
近親調転調をしている和声課題を実施し、理解度をチェックしま
す。

楽曲分析（近親調転調）
近親調転調をしている楽曲を分析し、実践的な転調の仕方につ
いて学習します。

テスト
サブドミナント系和音と近親調転調の総括、サブドミナント系和音
と近親調転調の理解度をチェックします。

学期末試験評価方法

Ⅳ7、＋Ⅳ7、－Ⅱのまとめ
Ⅳ7、＋Ⅳ7、－Ⅱの和声課題を実施し、理解度をチェックします。

サブドミナント系和音の総括
様々なサブドミナント系和音の和声課題、サブドミナント系和音の
適切な和音設定を学習します。

楽曲分析（サブドミナント系和音）
様々なサブドミナント系和音を使用している楽曲を分析し、サブド
ミナント系和音の実践的な使い方を学習します。

テスト
属調のⅤの諸和音を含む課題を実施し理解度をチェックします。

クォーター末試験評価方法

属調のⅤの諸和音を含むバス課題を実施します。定型や和音設定が適切かどうか、更に限定進
行音や対斜に関して正しく理解されているかを評価します。課題60％　出席30％　その他10％

テーマ 授業内容

楽曲分析（属調のⅤの諸和音）
属調のⅤの諸和音を使っている楽曲を分析し、和音の実践的な
使い方を学習します。

Ⅳ7、＋Ⅳ7、－Ⅱの説明
Ⅳ7、＋Ⅳ7、－Ⅱの基本的な説明、最適配置や定型、限定進行
音等を学習します。

Ⅳ7、＋Ⅳ7、－Ⅱの使用法
Ⅳ7、＋Ⅳ7、－Ⅱを使う上で、一般的な和音連結に加え例外的な
進行を学習します。

属調のⅤ7のまとめ
属調のⅤ7の和声課題を実施し、理解度をチェックします。

属調のⅤ9（下方変位を含む）
属調のⅤ9（下方変位）の和音の定型や限定進行音に関して学習
します。

属調のⅤの諸和音のまとめ
属調のⅤの諸和音を含む和声課題を実施し、理解度をチェックし
ます。

クラシック音楽の理論を和声法を通して学習します。秋学期では属調のⅤ系の和音やその他の
サブドミナント系の和音の適切な使い方と近親調転調の仕組みを理解します。

到達目標
和声法を通してクラシック音楽の理論を学習します。特に秋学期は様々なサブドミナント系の和
音を学習し、更に近親調転調の理解を深めることで、オリジナル作品の表現の幅を広げるととも
に、楽曲分析能力を高めます。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

岩田 学

科目名

クラシック作曲理論 Ⅳ

科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

三堀 尚和

科目概要

音楽ソフトウェアテクニック Ⅲ

科目名 科目区分

ソフトウェアを利用した音楽制作の様々なテクニックを習得しようという授業です。第1クォーター
ではMIDIデータにおけるGMとCCの詳細、楽曲分析や編曲に役立つテンポに関する操作を学び
ます。第2クォーターではCubaseのスコア機能によって必要十分なレベルの楽譜作成を行う方
法を学びます。
到達目標
本学科メインのDAWであるCubaseを中心に、各種の機能をより深く効率的に扱うためのテクニッ
クを習得します。卒業後も必要とされる様々なケースを想定し、DAWを扱う作編曲家としてより
高度な要求に対応できるスキルを習得する事を目的とします。

授業計画

クォーター末試験
理解度を確認するため、第3〜6回の2課題の提出をもって実技
試験とします。

ガイダンス〜GM、CCの詳細
授業内容と進め方、評価方法について説明します。また初回は
CubaseにおけるGMとCCの詳細について解説します。

テーマ 授業内容

SMFの詳細
SMFフォーマットの解説と操作法、トラックインポートを利用したア
レンジに利用するテクニックについて解説します。

テンポマップ - Audio (1)
テンポが一定ではないオーディオ素材のテンポ解析と編集について解説
します。これにより、自由なテンポ編集が可能になります。

テンポマップ - Audio (2)
テンポが一定ではないオーディオ素材のテンポ解析を実際に行
います。これは今後、非常に役立つテクニックとなります。

テンポマップ - MIDI (1)
自由なテンポで入力されたMIDIデータの処理について解説します。　これ
により、テンポ変化のある曲でも小節管理が可能になります。

テンポマップ - MIDI (2)
自由なテンポで入力されたMIDIデータの処理を実際に行いま
す。これは今後、非常に役立つテクニックとなります。

スコア機能のオーケストラスコア(総譜)について解説します。これ
により、フルスコアの作成が可能になります。

クォーター末試験評価方法

試験の点数（30％）、平常点（20％）、出席数（50％）、　トータル100％。減点方式を基本とし、遅
刻は欠席同等の減点となります。積極性とやる気を重要視します。

テーマ 授業内容

Cubaseのスコア機能1
スコア機能のレイアウトと声部について解説します。これにより、
一段譜や大譜表のパート譜の作成が可能になります。

学期末試験評価方法

試験の点数（30％）、平常点（20％）、出席数（50％）、　トータル100％。減点方式を基本とし、遅
刻は欠席同等の減点となります。積極性とやる気を重要視します。

学期末試験
理解度を確認するため、楽譜作成課題の提出をもって実技試験
とします。

アレンジ・作曲学科

Cubaseのスコア機能5
フルスコアの作成は大変な時間を必要とします。学期末課題に
ついて夏休みの宿題とする旨の説明を行います。

MIDIデータの譜面化(1)
実際に課題曲から楽譜作成を目的とした作業を行います。可能
な限り個別対応します。

MIDIデータの譜面化(2)
実際に課題曲から楽譜作成を目的とした作業を行います。また
PDF化する方法も解説します。可能な限り個別対応します。

Cubaseのスコア機能2
スコア機能の歌詞の入力方法について解説します。これにより、
歌詞を含んだメロ譜の作成が可能になります。

Cubaseのスコア機能3
スコア機能のコード表記と楽語テキスト、フォントについて解説します。こ
れによりコード表記や楽語を含んだ楽譜の作成が可能になります。

Cubaseのスコア機能4



学期

秋 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

試験の点数（30％）、平常点（20％）、出席数（50％）、　トータル100％。減点方式を基本とし、遅
刻は欠席同等の減点となります。積極性とやる気を重要視します。

映像用楽曲制作課題4
実際の制作作業を行いながら、毎回様々なTipsを紹介します。また、可
能な限り個別対応します。(例:フリープラグインの考察など)

映像用楽曲制作課題5
実際の制作作業を行いながら、毎回様々なTipsを紹介します。ま
た、可能な限り個別対応します。(例:最新プラグインの考察など)

映像用楽曲制作課題6
先に発表した映像用楽曲制作課題の仕上げを行います。可能な
限り個別対応します。

学期末実技試験 (前半)
課題の作品発表と提出をもって実技試験とします(前半)。内容は
発表人数により適宜に調整します。

学期末実技試験 (後半)
課題の作品発表と提出をもって実技試験とします(後半)。内容は
発表人数により適宜に調整します。

学期末試験評価方法

映像用楽曲制作課題1
4Q末試験の内容について解説します。個人の進路に合わせて
方向性の異なる2つの課題から選択できます。

映像用楽曲制作課題2
用意された2つの課題の詳細な解説をします。完成とする許容範
囲を広く設定し、様々な表現法も積極的に受け入れます。

映像用楽曲制作課題3
実際の制作作業を行いながら、毎回様々なTipsを紹介します。また、可
能な限り個別対応します。(例:オリジナルライブラリについて)

クォーター末試験 (後半)
課題曲の発表と提出をもって実技試験とします(後半)。内容は発
表人数により適宜に調整します。

クォーター末試験評価方法

試験の点数（30％）、平常点（20％）、出席数（50％）、　トータル100％。減点方式を基本とし、遅
刻は欠席同等の減点となります。積極性とやる気を重要視します。

テーマ 授業内容

VSTエクスプレッションマップ
Cubaseの機能であるVSTエクスプレッションマップを使用した
キースイッチの効率的な入力法について解説します。

映像用楽曲制作課題
先に発表した映像用楽曲制作課題の仕上げを行います。可能な
限り個別対応します。

クォーター末試験 (前半)
課題曲の発表と提出をもって実技試験とします(前半)。内容は発
表人数により適宜に調整します。

映像用楽曲制作課題
3Q末試験の内容について解説します。課題を先に発表すること
で、　就職活動、その他の影響を抑える目的があります。

NI Kontaktの使用
現在のデファクトスタンダードとされる Native Instruments
Kontaktの　詳細について解説します。

リズム系音源
Cubase付属のプラグインを使用して、ループ素材からオリジナル
の　ドラムキットとパターンの編集方法を解説します。

ソフトウェアを利用した音楽制作の様々なテクニックを習得しようという授業です。第3クォーター
では映像課題の制作を行いながら定番とされるNative Instruments社製音源の使用法を解説し
ます。第4クォーターでも課題制作を行いながら、各テーマ以外にも今後必要と思われる様々な
知識やトラブル時の対処法などを解説します。
到達目標
本学科メインのDAWであるCubaseを中心に、各種の機能をより深く効率的に扱うためのテクニッ
クを習得します。卒業後も必要とされると思われる様々なケースを想定し、DAWを扱う作編曲家
としてより高度な要求に対応できるスキルを習得する事を目的とします。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

アレンジ・作曲学科
担当講師

三堀 尚和音楽ソフトウェアテクニック Ⅳ

科目名 科目区分



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

仮発表
途中経過を発表し、意見を出し合います。

2Q試験
動画提出

自身で設定した動画に音を付け発表します。

学期末試験評価方法

試験 50%
出席 30%
その他 20%

ゼミのCMを作る(制作)
役割を決め各々の作業を行います。

ゼミのCM発表
完成したCMを発表します。

試験の題材決め
各々の音付けのアピールが出来る映像素材を探します。

映画のトレーラーへの音付け
SEとBGMに分かれて作業を進めます。

トレーラー動画発表
素材を合わせて動画に書き出します。

ゼミのCMを作る(企画)
スクリーンミュージックゼミのCMを制作します。

1Q試験
動画の提出

指定された映像にBGM/SEを付け動画で提出。

クォーター末試験評価方法クォーター末試験評価方法

試験 50%
出席 30%
その他 20%

テーマ 授業内容

動画発表(グループ別)
BGMとSE(現場音)のバランスを取り動画を提出します。

苦手なジャンルや音付けの把握
各自、得意と不得意を自己分析の中で認識します。

試験で扱う映像素材決め
グループ別に互いに課題を提示します。

SE素材を生音で構成する
実写動画に必要なSE素材を生で再構築する為にrec.と編集を行います。

生録した素材のみでSEを再構築
1週目に録った素材を用いて現場音を完成させます。

BGM作り(グループ別)
1,2週で扱った映像にBGMを付けます。

科目概要
映像音楽を様々な角度から学習します。
実写/アニメ/映画トレーラー/CM等の映像にSE/BGM/台詞等の音付けを行います。

到達目標
前年度秋学期の学習項目を踏まえ、制作スピードの向上を目指します。
グループ制作では、スケジュール管理など、コミュニケーションを重視し、より良い作品制
作を目指します。

授業計画授業計画
テーマ 授業内容

アレンジ・作曲学科
科目名 科目区分 担当講師

スクリーンミュージックゼミ B 小松 真理



学期

春 演習 実

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

斉藤 かんじ

科目概要

ゲーム・アニメミュージックゼミ B

科目名 科目区分

2年次春学期から始まる授業です。1年次から継続してBGM制作と音響制作の２本立てで学ん
でいきます。とくに日頃あいまいになりがちな音響用語や各プラグインのパラメーターの意味を
確かなものにしていきます。さらにそれらの集大成として全員の作品が収録されたトータルコン
セプトアルバムの制作と配信・販売、そして販促用DVDの制作を行います。
到達目標
就職活動、業界へのプレゼンテーション資料のひとつとして各々が自信を持って提示出来る楽
曲を作ることがまずひとつの目標です。さらに音響制作の現場で即戦力として活躍できるために
必要とされるであろう確かな知識、技術の習得を目標とします。

授業計画

BGM制作課題2（試験課題）
設定されたシナリオ（文章）に対しての音楽の制作と発表。

音響用語
音の三要素、周波数、位相、音圧、サンプリングレート、ビットデ
プスなどについて。

テーマ 授業内容

コンプレッサー、リミッター
コンプレッサー、リミッターのパラメーターについて、さらになぜそ
れらが必要とされるかについて。

イコライザー
イコライザーのパラメーターについて、さらになぜそれらが必要と
されるかについて。

プラグインシンセサイザー1
シンセサイザーのパラメーターについて。

プラグインシンセサイザー2
SE,MEの作り方について。

BGM（SE付き）制作課題1
設定されたゲーム上の画面に対してのBGM（SE付き）制作課題
の制作と発表。

アルバム制作に必要な文字資料、デザインの確認。

クォーター末試験評価方法

出席30％　平常点30％　試験40％　試験については課題楽曲の完成度、クォリティーを評価の
対象とします。平常点は授業時、勉学に向かう姿勢と意欲を評価の対象とします。

テーマ 授業内容

配信アルバム　販促DVD制作会議
コンセプト、担当楽曲、制作スケジュール等の企画会議。

学期末試験評価方法

配信アルバムの完成、アップロードと販促DVDの完成を以って試験とし、提供楽曲のクォリ
ティーと制作への貢献度を評価の対象とします。出席30％　平常点30％　試験40％　平常点は
授業時、勉学に向かう姿勢と意欲を評価の対象とします。

配信アルバム・販促DVDの完成（試験）
配信アルバムのアップロード、販促DVDの上映。

アレンジ・作曲学科

販促DVD撮影、制作
販促DVDの制作と編集。

販促DVDのためのBGM制作
販促DVDのBGM提出とMA作業。

アルバム制作　完成曲の提出
マスタリング。

アルバム制作　デモテイクの提出
楽曲の方向性、モチーフ、構成、楽器編成などの提示。

アルバム制作　リテイクの提出
完成に向けた計画性、期待感の提示。

アルバム制作　文字項、デザインの提出



学期

春 演習

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

Your overall grade in the class will be decided based on the following:
- Class Attendance and Participation 35% - Assignments: 15%
- Final Exam 20% - Projects and Presentations 30%

期末試験
Final Exam. Individual or group presentations.

共通科目

音楽祭紹介 I
What is your favorite music festival? Share your experience.

音楽祭紹介 II
Where is the festival be held? Discussions and feedbacks.

試験前に復習
Final exam review. Introduction of final project concept.

音楽用語
Beginner's Guide to Understanding Musical Terms.

発表会 スピーチ I
What to say at recital?

発表会 スピーチ II

作曲家&作詞家
Students will share and discuss their favorite composers.

試験前に復習
Midterm exam review. Evaluations and feedback.

How to build the perfect recital welcome speech.

クォーター末試験評価方法

Your overall grade in the class will be decided based on the following:
- Class Attendance and Participation 35% - Assignments: 15%
- Midterm Exam 15% - Projects and Presentations 35%

テーマ 授業内容

海外旅行
Traveling in English.

Classes are conducted in English. This class will focus on practical English conversational skills.
Students will develop their fluency through a range of speaking activities and projects.
【教科書 / Textbooks】Handouts will be given in class.

到達目標
Students will show the ability to create a supportive and challenging learning environment and
working in teams. Students need to do all assigned homework and review the handouts in every
class. Students will improve their confidence in speaking.

授業計画

期中試験
Individual or group presentations.

自己紹介
Course overview. Getting to know each other.

テーマ 授業内容

楽器紹介 I 
What's your favorite musical instrument?

楽器紹介 II
Introducing and playing your instrument in class.

どんな音楽が好きですか？
What is music to you?

担当講師

ツァイ・ペイルン

科目概要

科目名 科目区分

英会話初級　Ⅰ



学期

秋 演習

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

共通科目
担当講師

ツァイ・ペイルン

科目名 科目区分

英会話初級　Ⅱ

Classes are conducted in English. This class will focus on practical English conversational skills.
Students will develop their fluency through a range of speaking activities and projects.
【教科書 / Textbooks】Handouts will be given in class.

到達目標
Students will show the ability to create a supportive and challenging learning environment and
working in teams. Students need to do all assigned homework and review the handouts in every
class. Students will improve their confidence in speaking.

授業計画
テーマ 授業内容

日常英会話（学校）
Course overview. Getting to know each other.

将来の計画
Long-term and short-term goals.

プロフィール/履歴書
How to create a professional profile.

マスタークラス
Improving students' speaking ability through masterclass.

リハーサル演奏技法 I 
Improving students' speaking ability through rehearsal.

リハーサル演奏技法 II
Midterm exam review. Evaluations and feedback.

期中試験
Mid-term exam.

クォーター末試験評価方法

Your overall grade in the class will be decided based on the following:
- Class Attendance and Participation 35% - Assignments: 15%
- Midterm Exam 15% - Projects and Presentations 35%

テーマ 授業内容

英語で面接 (大学)
Improving college interview skills.

英語で面接 (仕事)
Improving job interview skills.

演奏会感想
Concert review presentation.

Your overall grade in the class will be decided based on the following:
- Class Attendance and Participation 35% - Assignments: 15%
- Final Exam 20% - Projects and Presentations 30%

リサイタルプログラム
Presenting your recital poster and program to the class.

コンサート紹介 I
How was the whole concert experience? When? Where?

コンサート紹介 II
Concert review.

試験前に復習
Final exam review. Introduction of final project concept.

期末試験
Final Exam.

学期末試験評価方法



学期

春 演習

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

担当講師

岩橋 宣輔

科目概要

科目名 科目区分

英会話初級　Ⅰ

英語に限らず、語学はなにも"お勉強"ではありません。その国に行けば誰しもがその言語を話し
ているものであり、コミュニケーションの道具として機能しているものです。この授業では15年の海
外生活を送った講師が、音楽をテーマに意思疎通のコツを伝授します。

到達目標
英語が難しい学問であるという先入観を打ち砕き、コミュニケーションをとることを恐れない精神と
スキルを養います。言語毎の枠組みに捉われない柔軟な思考をできるようにすることが目標で
す。

授業計画

クォーター末試験
基礎的な文章のサマリーからの簡易訳文実践（筆記試験）

語学の基礎
そもそも英語とは何か、何が正しい英語なのか、日本語との違い
は何か、コミュニケーションツールとしての語学の本分

テーマ 授業内容

コミュニケーション論
コミュニケーションツールとしての語学の伝達方法

アシストツールの使い方
語学学習・コミュニケーションにおけるメディアや機器の使用法

基礎文法
基本のSVO文型について。3語で伝わる英文法の組み立て方

訳文基礎
日本語→日本語の要約、日本語→英語の意訳を基とした思考整
理

訳文演習
第5回の実践および第7回クォーター末試験の準備

吹き替え無しの日本語字幕での映画の視聴

クォーター末試験評価方法

出席回数：30%
授業態度：30%
クォーター末試験結果：40%

テーマ 授業内容

クォーター末試験復習
第1クォーター第7回授業のレビュー

学期末試験評価方法

出席回数：30%
授業態度：30%
春学期期末試験結果：40%

春学期期末試験II
英語の楽曲歌唱および個別オーラル試験（続き）

共通科目

ヒアリングII
第4回の続きおよび一部シーンを英語字幕に置き換えての再視
聴

発声
歌唱での表情筋の鍛錬および呼吸練習

春学期期末試験I
英語の楽曲歌唱および個別オーラル試験

発音
母音＆子音分離法、音楽的観点からの発音法

発音（実践）
第2回の内容を、対話から実践

ヒアリングI



学期

秋 演習

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

出席回数：30%
授業態度：30%
秋学期期末試験結果：40%

プレゼンテーション概論
自分の考えや言いたいことを相手に伝えるための技術を、プレゼ
ンテーションから学習

レクリエーションI
グループで英語の連想ゲームや単語当てゲームを行い、コミュニ
ケーションスキルと説明能力の実践

レクリエーションII
グループで英語の連想ゲームや単語当てゲームを行い、コミュニ
ケーションスキルと説明能力の実践（続き）

総復習
1年間の授業の総復習

個別オーラル試験
マンツーマンの対話形式でのオーラル試験。発音・文法・テンポ
等を包括的に評価

学期末試験評価方法

クォーター末試験復習
第3クォーター第7回授業のレビュー

ヒアリングIII
全編英語での授業を聞き、キーワードの抽出およびテーマを概略
的に捉えることの練習

発声II
クリスマスキャロルの歌唱

クォーター末試験
第3クォーター学習内容の確認

クォーター末試験評価方法

出席回数：30%
授業態度：30%
クォーター末試験結果：40%

テーマ 授業内容

文法I
冠詞・過去形/過去分詞の取り扱いについて

文法II
前置詞・句動詞について

文法III
正しい文法を理解した上での、単語毎の優劣の付け方

春学期総復習I
春学期で学習した重要な内容のリマインド

春学期総復習II
春学期で学習した重要な内容のリマインド（続き）

訳文演習II
日本語→日本語の要約、日本語→英語の意訳を基とした思考整
理

英語に限らず、語学はなにも"お勉強"ではありません。その国に行けば誰しもがその言語を話し
ているものであり、コミュニケーションの道具として機能しているものです。この授業では15年の海
外生活を送った講師が、音楽をテーマに意思疎通のコツを伝授します。

到達目標
英語が難しい学問であるという先入観を打ち砕き、コミュニケーションをとることを恐れない精神と
スキルを養います。言語毎の枠組みに捉われない柔軟な思考をできるようにすることが目標で
す。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

共通科目
担当講師

岩橋 宣輔

科目名 科目区分

英会話初級　Ⅱ



学期

春 演習

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

1クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

2クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

学期末試験評価方法

出席点 30%、平常点 30%、発表点 40%
コミュニケーションに必要なのは、難しい単語や文法よりも、何とか相手に伝えようとする気持ち
や態度です。評価は普段の出席及び、学んだ英語を使って自分の思いを伝えたり、進んでコミュ
ニケーションしようとする態度を重視します。

発表(プレゼンテーション）
外国人レッスンの中で、週末の予定を紹介しよう

共通科目

何時に始まるの？
時間を伝えよう

週末の予定は？
週末には何をするかを伝えよう

総復習
今学期の総復習をしよう

いくらするの？
買い物をしてみよう

どこにあるかな？
家の中に何があるか教えよう

～がありますか？

どの人のこと？
その人の外見を伝えよう

これが私の～です
自分の大切な人やものを紹介しよう

行きたい場所をたずねてみよう

クォーター末試験評価方法

出席点 30%、平常点 30%、発表点 40%
今求められる英語力とはコミュニケーションする力です。評価は普段の出席及び、間違いを恐れ
ずに自分の思ったことを英語で表現しようとする態度を重視します。

テーマ 授業内容

～をください
いくつ欲しいのかを伝えよう

このコースではいろいろなテーマを基に、自分が言ってみたい、聞いてみたいと思う体験を積ん
でいきます。チャンツのリズムを楽しみながら英語表現を身につけ、英語を聞く楽しさ、英語を話
す楽しさを実感します。英会話初級aコースでは自分のことや週末の予定などを紹介します。

到達目標
学期の終わりには、自分の英語で伝えたいことを発表し、外国人と進んでコミュニケーションでき
るようになることが目標です。

授業計画

発表(プレゼンテーション）
外国人レッスンの中で、魅力的な自己紹介をしよう

こんにちは
自分から挨拶してみよう

テーマ 授業内容

出身地は？
自分の出身地を紹介しよう

住んでいるところは？
友だちにインタビューしてみよう

どんな人？
その人のことを一言で表してみよう

担当講師

高梨 朋子・酒井 佳奈子

科目概要

科目区分科目名

英会話初級　Ⅰ



学期

秋 演習

※「実」は教員の実務経験に基づく科目

3クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4クォーター

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

科目概要

共通科目
担当講師

高梨 朋子・酒井 佳奈子

科目名 科目区分

英会話初級　Ⅱ

このコースではいろいろなテーマを基に、自分が言ってみたい、聞いてみたいと思う体験を積ん
でいきます。チャンツのリズムを楽しみながら英語表現を身につけ、英語を聞く楽しさ、英語を話
す楽しさを実感します。英会話初級bコースでは自分のことをアピールしたり、休暇の思い出など
を紹介します。
到達目標
学期の終わりには、自分の英語で伝えたいことを発表し、外国人と進んでコミュニケーションでき
るようになることが目標です。

授業計画
テーマ 授業内容

どこでどんな仕事を？
どんな職業に就きたいかを伝えよう

日常することは？
普段していることを話してみよう

得意なことは？
どんなことができるのかを伝えよう

得意料理は？
簡単に作り方を教えよう

電話の向こうは？
見えない相手に様子を伝えよう

～しない?
上手な返答の仕方を考えよう

発表(プレゼンテーション）
外国人レッスンの中で、自己アピールをしよう

クォーター末試験評価方法

出席点 30%、平常点 30%、発表点 40%
今求められる英語力とはコミュニケーションする力です。評価は普段の出席及び、間違いを恐れ
ずに自分の思ったことを英語で表現しようとする態度を重視します。

テーマ 授業内容

どんな人？
その人について語ってみよう

調子はどうですか？
症状を伝えよう

休暇の予定は？
休暇に何をするか話してみよう

出席点 30%、平常点 30%、発表点 40%
コミュニケーションに必要なのは、難しい単語や文法よりも、何とか相手に伝えようとする気持ち
や態度です。評価は普段の出席及び、学んだ英語を使って自分の思いを伝えたり、進んでコミュ
ニケーションしようとする態度を重視します。

休暇はどうだった？
休暇の思い出を伝えよう

いくら使いますか？
お金の使い方を話してみよう

道順は？
わかりやすく道案内しよう

総復習
今学期の総復習をしよう

発表(プレゼンテーション）
外国人レッスンの中で、休暇の思い出を紹介します

学期末試験評価方法
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