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科目名

ピアノアンサンブル技法 I

担当講師

瀬川千穂

科目概要
春学期はピアノで表現力のある演奏をするために基盤となるさまざまな知識や奏法について学
んでいきます。ピアノという楽器をどうやってより美しく響かせるか、また聴いている人を納得さ
せる表現をするために演奏者は何をするべきか、を考えていきましょう。

到達目標
Iクォーターは、ピアノの構造、身体の使い方を研究し、楽譜を正確に読み取る力をつけて表現
力のある演奏をすること。IIクォーターは課題曲を使って、アナリーゼから演奏法を探っていきま
す。曲のイメージを膨らまして、ペダルや音色のバリエーションや音楽的表現を深めることを目
標とします。

授業計画

クォーター末試験
Iクォーターの授業内容を問うペーパーテストと、授業内容をピアノ演奏に
生かして自由曲を演奏します。

ピアノの構造について
鍵盤、弦、ハンマー、ペダルのメカニズムを勉強します。実際にピアノの
内部を見て触れて体感します。

テーマ 授業内容

身体の使い方、脱力について
演奏する時の身体の使い方を研究します。指や手首や肩の関節の可動
域や自分の筋肉をチェックしていきます。

タッチのコントロールついて
スタッカート、レガート、ノン・レガートなどタッチについて研究します。指や
関節の使い方でタッチをコントロールする方法を実習します。

拍子・リズムについて
拍子とは何か、拍子感とは何か勉強します。色々な曲の拍子を感じ取っ
てみましょう。

楽譜について　1
楽譜に書かれている情報を読み取れるか、確認していきましょう。題名、
テンポ、強弱、楽語、記号などを覚えていきます。

楽譜について　2
楽語や記号、フレーズ、アーティキュレーションなどを楽譜から読み取れ
るようにしましょう。原典版など版の違いについて学びます。

譜読み、練習、暗譜について、考えてみましょう。自分の練習方法の再
確認しましょう。

クォーター末試験評価方法

平常点５０％＝授業でどれだけ積極的に参加できたか、また課題にしっかり取り組めたか、
試験５０％＝ペーパーテスト、および授業内容を実技演奏に生かすことが出来たか、を合計して
評価を出します。

テーマ 授業内容

アナリーゼと演奏解釈について
時代様式や作曲家について知ることで演奏解釈を探りましょう。課題曲
を選び、演奏法を研究していきます。

学期末試験評価方法

平常点５０％＝授業でどれだけ積極的に参加できたか、また課題にしっかり取り組めたか、
試験５０％＝ペーパーテスト、および授業内容を実技演奏に生かすことが出来たか、を合計して
評価を出します。

学期末試験
IIクォーターの授業内容を問うペーパーテストと、　授業内容を生かして課
題曲を１曲演奏します。

ピアノ学科

イメージの具体化
楽想、ニュアンスのイメージをはっきり持って音を出しましょう。イメージす
るだけで音が変わるのを実習しましょう。

ペダルについて
様々なペダルテクニックを身につけましょう。ペダルの深さ、長さ、タイミン
グなど微妙な違いを聴き分け、研究しましょう。

響きのバランス・音色
響のバランスをとる事がピアノ演奏にとって非常に重要なことを学びま
す。音色の違いを聴き取れるようにしましょう。

音楽の形式、構造について
ソナタ形式、ロンド形式について確認し、曲を構造的に見ることを学びま
す。ハーモニーとその機能について学びます。

拍節法について
楽曲分析から演奏法を導き出す拍節法を解説します。「アウフタクト」「ア
クセント」「デジナンス」のどの動きに当たるかを考えます。

「練習」について
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平常点５０％＝授業でどれだけ積極的に参加できたか、また課題にしっかり取り組めたか、
試験５０％＝授業内容を演奏に生かし、充実した２台ピアノアンサンブルが出来たか、を合計し
て評価を出します。

コンサートプロジェクト3
自分の音だけでなく、パートナーの音も聴きましょう。より良い演奏にする
ために自分たちで意見を出し合いましょう。

コンサートプロジェクト4
クラスメイトの演奏を聴いて、バランスの良い響きや、良いペダリング、表
現力などについて感じられるようにしましょう。

コンサートプロジェクト5
テンポ、アンサンブルの精度などを確認し、試験までにどういう練習をし
たら良いか、仕上がりをイメージして、目処を立てます。

コンサートプロジェクト6
試験に向けて、自分のパートだけでなくパートナーのパートも今一度確認
し、自分たちの演奏の最終チェックをします。

学期末試験
コンサート形式で曲の解説をしながら演奏します。一年のまとめとして
「お客さま」に聴いてもらうことを意識して演奏しましょう。

学期末試験評価方法

色々な2台ピアノの曲
2台ピアノの様々なレパートリーについて。オリジナルなものからオーケス
トラの編曲、ピアノコンチェルトなど、色々な曲を聴きましょう。

コンサートプロジェクト1
学期末試験と学科コンサートに向けてのプログラムを演習していきます。
音源を聴き、スコアリーディングをします。

コンサートプロジェクト2
自分のパートが受け持つ役割を理解して、合わせの演習をします。その
ために個人練習をして準備をすることが大切です。

クォーター末試験
試験ではIIIクォーターで勉強した曲の中から1曲、または２曲演奏しま
す。

クォーター末試験評価方法

平常点５０％＝授業でどれだけ積極的に参加できたか、また課題にしっかり取り組めたか、
試験５０％＝授業内容を演奏に生かし、充実した連弾アンサンブルが出来たか、を合計して評
価を出します。

テーマ 授業内容

ロマン派時代の連弾作品／連弾演習4
ブラームスの連弾作品などを演習します。メロディーと伴奏の役割、バラ
ンスの取り方、テンポが変化する時の合わせ方を研究します。

ロマン派時代の連弾作品／連弾演習5
ブラームスの連弾作品などを演習します。自分たちの演奏を客観的に聴
いて、パートナーとアイデアを出し合いましょう。

試験に向けて曲の仕上げ
これまでに勉強した曲を試験に向けて仕上げていきます。パートナーと
演奏表現を追求しましょう。

色々な連弾曲／連弾演習1
連弾で演奏する時のポイントを学びます。実際にパートナーと合わせて、
アンサンブルの面白さを体験します。

古典派時代の連弾作品／連弾演習2
モーツァルトの連弾作品を演習します。合図の出し方、メロディーと伴奏
の役割、バランスについて研究します。

古典派時代の連弾作品／連弾演習3
モーツァルトの連弾作品を演習します。曲の構造、調性、メロディーの性
格など考察しながら演奏します。

秋学期はピアノアンサンブル、連弾と２台ピアノを実習していきます。息の合わせ方、バランスの
取り方など、パートナーと一緒に音楽的表現を追求していきましょう。IIIクォーターは定番の連弾
曲を、IVクォーターは２台ピアノも含め、コンサートへの応用を目指します。 毎回の授業に向け
て練習してくることが重要です。
到達目標
個人の練習はもちろん、相手のパートについても理解した上で、積極的に合わせ練習に取り組
むことが大事です。お互いに良く聴き合い、良いアンサンブルができるよう、パートナーと意見を
出し合って共に一つの音楽表現を作り上げることを目標とします。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ピアノ学科
科目名 担当講師

ピアノアンサンブル技法 II 瀬川千穂
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科目概要

ピアノ学科
科目名 担当講師

ステージング研究 大導寺錬太郎

音楽関係の学校では、演奏実技や作品理解向上の為のレッスン・講座は充実していますが、特
にピアノ科においてステージ上の振る舞いを授業として取り扱う事は殆ど無く、個人的に口頭で
指示するのが現状です。本授業では舞台に立つ時の心構えも含め演奏の内容も向上するよう
な、より美しく自然なマナーを身に付けます。
到達目標
ステージ上での振る舞いの良し悪しが、観客の印象を大きく左右する事を良く理解し、無駄の無
い美しいステージマナーが実践できることが本授業の目標です。ステージマナーに気を配るため
にはある程度演奏にも余裕を持つ必要があります。限られた時間の中で、曲を仕上げる為に不
可欠な初見力も同時に養います。

授業計画
テーマ 授業内容

良いステージマナー・悪いステージマナー
コンサート・発表会の映像を鑑賞し、ステージ上の振る舞いで注
意すべきポイントを解説します。

ピアノソロステージマナーVol.1(+初見)
演奏を伴ったステージマナーの実践。各学生1～2曲演奏し、その
際のステージマナーをチェックします。

ピアノソロステージマナーVol.2(+初見)
Vol.1の講評まとめを配付、その場で確認しVol.2に活かします。前
回と異なる曲を演奏。初見訓練を行なう事もあります。

連弾ステージマナーVol.1(+初見)
3人1組の班を作り、各班数曲を披露。3回の授業内で必ずPrimo・
Secondo・譜捲りの役割を最低1回は体験して頂きます。

連弾ステージマナーVol.2(+初見・ｸﾚ読み)
第4回と同様の内容ですが、役割を変えて実施します。読譜力向
上の為にクレ読みを行なうこともあります。

連弾ステージマナーVol.3(+初見・ｸﾚ読み)
第5回と同様の内容ですが、役割を変えて実施します。読譜力向
上の為にト音・ヘ音記号及び大譜表読みを行なう事もあります。

授業のまとめ(3クォーター末試験)　
自由曲(任意のソロ又は連弾曲)の演奏を伴ったステージマナー
の実践、ソロ初見及びクレ読み課題(当日指定)を実施します。

クォーター末試験評価方法

　
出席25%(第1回～第6回各3点、試験の第7回のみ7点で計算。遅刻は減点1)、平常点25%(受講態
度の他、授業内での演奏内容や講評記入内容も含みます)、試験50%の割合で評価します。

テーマ 授業内容

連弾ステージマナーVol.4(6手連弾)
6手連弾のステージマナーを学びます。人数が増えることで注意
すべきポイントも多くなります。

連弾ステージマナーVol.5(6手連弾)
第1回と同様の内容ですが、ある程度ステージマナーが飲み込め
た班には演奏面(アンサンブルのポイント等）も指導します。

2台ピアノステージマナーVol.1
初見で弾ける作品で2台PFのステージマナーを学びます。Piano
Ⅰ･Ⅱ又それぞれの譜捲りを体験し注意点を頭に入れます。

　
出席25%(第1回～第7回各3点、試験の第8回のみ4点で計算。遅刻は減点1)、平常点25%(受講態
度の他、授業内での演奏内容や講評記入内容も含みます)、試験50%の割合で評価します。

2台ピアノステージマナーVol.2
中規模の作品でステージマナーを確認します。演奏面(主にリズ
ムやテンポの正確さ等)も指導します。

2台ピアノステージマナーVol.3
中規模の作品でステージマナーを確認します。演奏面(合図の出
し方、音の切り方、響きのバランス等)も指導します。

2台ピアノステージマナーVol.4
中規模の作品でのステージマナー確認。演奏面(フレージングや
アーティキュレーション、細部の表現の確認等)も指導します。

2台ピアノステージマナーVol.5
試験に向けてのリハーサルを行ないます。問題点を整理し、試験
までの調整の仕方を考えます。

授業のまとめ(4クォーター末試験)　
ステージマナーを伴った2台PF作品の演奏を実施。又ソロ・連弾・
2台ピアノステージマナーの注意点を問う筆記試験も行ないます。

学期末試験評価方法
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第8回 ２クォーター試験
2クォーターオリジナルピアノ曲楽譜提出。音楽理論筆記試験。

学期末試験評価方法

オリジナルピアノ曲、楽譜提出（４０％）、筆記試験（３０％）、出席（２０％）、平常点（１０％）

楽曲分析：各自の楽曲
自身のピアノ実技試験で演奏する曲をアナリーゼする。第4回目
の授業内容のつづき。

作品制作
オリジナルピアノ作品を作る。＜夏＞をテーマに、イメージをふくら
ませよう。

作品制作
オリジナルピアノ作品を作る。＜夏＞をテーマに、メロディーを書き進め
る。形式感を意識して曲の頂点となる部分をしっかり作ろう。

音楽のなりたち
形式について。二部形式、三部形式について。モチーフの展開に
ついて考えてみよう。

楽曲分析：ソナチネ
ソナチネ作品を分析する。形式、調判定や転調など、メロディーと
和声の関係について。

楽曲分析：各自の楽曲
自身のピアノ実技試験で演奏する曲をアナリーゼする。時代、形
式、調や転調について、モチーフの展開について。

オリジナルピアノ曲、楽譜提出（４０％）、出席（３０％）、平常点（３０％）

テーマ 授業内容

音楽のなりたち
長音階、短音階についてしっかり理解し、演奏する。調性につい
て学ぶ。調判定の課題を実施。

作品制作
仕上げに向けて。速度表示、アーティキレーション、強弱など、表
現を考えてみよう。

１クォーター試験
1クォーターオリジナルピアノ曲楽譜提出。

クォーター末試験評価方法

音楽のなりたち
ピアノ伴奏型を学ぶ。与えられたコードにしたがっていろんな種類
の伴奏型を作ってみよう。

作品制作
オリジナル作曲をするにあたって。構成を考えよう。イメージをふく
らませよう。計画をたてよう。

作品制作
メロディーを書き始める。コードとの関係。伴奏型を工夫して作っ
てみよう。

テーマ 授業内容

音楽のなりたち
メロディーとコードの関係について。非和声音について学ぶ。与え
られたコード進行にメロディーを作成してみよう。

音楽のなりたち
非和声音を取り入れてメロディー制作に反映させる。モチーフの
研究。

科目概要
基礎的な音楽理論、楽典などから学び、音楽のなりたち（形式、メロディー分析、コード分析やモ
チーフのさまざまな用い方など）を分析していく。またアレンジ能力を総合的に身につけさまざま
なジャンルに対応できるような伴奏型を学ぶ。クオーター毎にオリジナル作品を作曲し、発表す
る。
到達目標
楽譜を正しく書く。バイエル程度の曲を自身の力でアナリーゼし、演奏表現につなげていく。オリ
ジナル作品を計画性を持って完成させる。

授業計画

ピアノ学科
科目名 担当講師

ピアノ作品分析Ⅰ 西上和子
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第8回 ４クォーター試験
４クォーターオリジナルピアノ曲楽譜提出。筆記試験

学期末試験評価方法

オリジナルピアノ曲、楽譜提出（４０％）、筆記試験（３０％）、出席（２０％）、平常点（１０％）

作品分析：各自の楽曲
自身のピアノ実技試験で演奏する曲をアナリーゼする。第4回目
の授業内容のつづき。

作品制作
オリジナルピアノ曲を作ろう。形式や構成を考える。イメージをふく
らませる。メロディーの方向性を考える。

作品制作
オリジナルピアノ曲仕上げに向けて。アーティキレーション、表現
を考え仕上げる。

作品分析：ソナタ形式
ソナタ形式についてテキストに沿って学ぶ。形式、第一テーマと第
二テーマの調整について。

作品分析：ソナタ形式
ソナタ形式についての続き。Beethoven SONATA No.1 f moll一楽
章をアナリーゼし、意見を出し合う。

作品分析：各自の楽曲
自身のピアノ実技試験で演奏する曲をアナリーゼする。時代、形
式、調や転調について、モチーフの展開について。

オリジナルピアノ曲、楽譜提出（４０％）、出席（３０％）、平常点（３０％）

テーマ 授業内容

作品分析：和声
和声について。和音の機能についておさらい。借用和音、偶成和
音について学ぶ。

作品制作
オリジナルピアノ曲仕上げに向けて。アーティキレーション、表現
を考える。

３クォーター試験
３クォーターオリジナルピアノ曲楽譜提出。

クォーター末試験評価方法

作品分析：ロンド形式
ロンド形式について続き。ロンドソナタ形式をアナリーゼし、発表し
よう。

作品制作
オリジナルピアノ曲を作ろう。形式や構成を考える。イメージをふく
らませる。メロディーの方向性を考える。

作品制作
オリジナルピアノ曲を作ろう。形式や構成を考える。イメージをふく
らませる。和音の工夫を考えてみよう。

テーマ 授業内容

作品分析：和音
和声について。調判定をしっかり理解できるように学ぶ。和音の
機能を学び、ドミナント進行をしっかり意識する。

作品分析：ロンド形式
ロンド形式について学ぶ。小ロンド形式Mozart SONATAハ長調３
楽章をアナリーゼし、発表しよう。

科目概要
音楽理論、楽典などを学び、音楽のなりたち（形式、メロディー分析、コード分析やモチーフのさま
ざまな用い方など）を分析していく。またアレンジ能力を総合的に身につけさまざまなジャンルに
対応できるような伴奏型を学ぶ。クオーター毎にオリジナル作品を作曲し、発表する。

到達目標
ロンド、ソナタ形式の曲を自身の力でアナリーゼし、演奏表現につなげていく。オリジナル作品を
計画性を持って完成させる。

授業計画

ピアノ学科
科目名 担当講師

ピアノ作品分析Ⅱ 西上和子



学期

春

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

ピアノ学科

カデンツの基礎　音だし

和音記号〜１
機能和声の基礎　音だし

到達目標
演奏力だけでは、社会に出た時の即戦力にはなかなか結びつきません。初見力、伴奏付け、簡
単なメロディーの即興力などを、ヤマハグレードのテキストを中心に、一歩一歩着実に身につけ
ていきます。

授業計画

ヤマハグレードとは

科目概要
ヤマハ音楽能力検定（グレード）は、ヤマハ講師を目指す受講者にとっては、講師資格取得の
ために必須のものですが、講師をめざす目的だけではなく、ピアノ奏者としても総合的な音楽力
の目安になるものです。

和音記号〜２

科目名

外部演奏グレード取得講座Ⅰ

担当講師

土屋淑子

グレードの概要　音だし／小テスト

小テスト

メロディー変奏〜１

刺繍音
音だし／書く・弾く

小テスト

実技試験・レポート
左手の和音奏／両手カデンツ

初見・コードネーム〜１
メジャーコード　音だし

１クオーターのまとめ
実技テスト・レポートクオーター末試験

テーマ

メロディー変奏〜３
い音
音だし／書く・弾く

メロディー変奏〜４
リズム
音だし／書く・弾く

メロディーのつくり
フレージング
音だし／書く・弾く

テーマ 授業内容

◆試験項目（４０％）実技・レポート　　　◆平常点（３０％）／授業にのぞむ姿勢・積極性
◆出席・受講状況（３０％）／無遅刻・出席率を重視します
『受講にあたって・・・％をみてわかるように、平常点、出席状況にも重きをおきます。』

春学期末試験
春学期のまとめ
実技試験・レポート

初見・コードネーム〜２
マイナーコード　音だし

今までのまとめ
実技試験・レポート

クォーター末試験評価方法

◆試験項目（４０％）実技・レポート　　　◆平常点（３０％）／授業にのぞむ姿勢・積極性
◆出席・受講状況（３０％）／無遅刻・出席率を重視します
『受講にあたって・・・％をみてわかるように、平常点、出席状況にも重きをおきます。』

授業内容

学期末試験評価方法

さまざまな伴奏形
ベースラインの取り方、リズムパターン、アルペジオ、他
音だし／書く・弾く

経過音
音だし／書く・弾く

メロディー変奏〜２



学期

秋

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

音楽教室講師を目指すのみならず、ピアノ奏者・指導者としての即戦力になる音楽力の向上を
目指す授業です。

到達目標

科目概要

ピアノ学科
科目名 担当講師

外部演奏グレード取得講座Ⅱ 土屋淑子

曲の構成
３部形式／フレージング
音だし／書く・弾く

和音進行（長調）
中間部のメロディー・和音進行パターン
音だし／書く・弾く

クオーター末試験
実技試験・レポート
B即興の課題

ヤマハ音楽能力検定（グレード）取得をめざしながら、秋学期はA・B即興を中心に、モチーフの
使い方、曲の形式、和音進行などを、グレードの課題曲を中心にたくさん実践を重ね、５級取得
相当の実力をつけていきます。

授業計画
テーマ 授業内容

B即興とは
モチーフと展開
音だし／書く・弾く

A即興とは
変奏のスタイル　　音だし／書く・弾く

課題曲の実践
音だし／書く・弾く

クォーター末試験評価方法

◆試験項目（４０％）実技・レポート　　　◆平常点（３０％）／授業にのぞむ姿勢・積極性
◆出席・受講状況（３０％）／無遅刻・出席率を重視します
『受講にあたって・・・％をみてわかるように、平常点、出席状況にも重きをおきます。』

テーマ 授業内容

小テスト
実技試験・レポート
今までのまとめ

和音進行（短調）
中間部のメロディー・和音進行パターン
音だし／書く・弾く

まとめ

学期末試験評価方法

実技／各人の到達度の確認と把握
秋学期のまとめ

長調の課題／変奏１
全体の構成を考えよう　音だし／書く・弾く

◆試験項目（４０％）実技・レポート　　　◆平常点（３０％）／授業にのぞむ姿勢・積極性
◆出席・受講状況（３０％）／無遅刻・出席率を重視します
『受講にあたって・・・％をみてわかるように、平常点、出席状況にも重きをおきます。』

小テスト
実技試験・レポート
今までのまとめ

短調の課題／変奏１
全体の構成を考えよう　音だし／書く・弾く

短調の課題／変奏２
全体の構成を考えよう　音だし／書く・弾く

まとめ

秋学期末試験

A即興の課題　音だし／書く・弾く

長調の課題／変奏２
全体の構成を考えよう　音だし／書く・弾く



学期

春

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25％(第1回～第7回各3点、試験の第8回のみ4点で計算。遅刻は減点1となります)平常点
25％、(日頃の授業態度及び授業内での演奏内容も含まれます)、試験50％(筆記と実技の合計
を50点に換算)の割合で算出した2クォーター末の成績と1クォーターの成績の平均が、学期末の
評価となります。

授業のまとめ(2クォーター試験)
第1～7回の授業のまとめとして筆記・実技の試験を実施します。
実技は指定した課題の演奏となります。

ピアノ学科

平均律④/フーガの分析・演奏聴き比べ
第1巻第1番の分析を通してフーガの特性を理解します。又様々な
演奏を鑑賞し、解釈の多様性を実感します。

組曲①/バッハの残した組曲
代表的な組曲作品の大まかな特徴を学び、そこに登場する舞曲
の名称・特徴を覚えます。

組曲②・その他の鍵盤作品・ジャンル
D.スカルラッティ

舞曲、平均律以外の主要な鍵盤作品及びその他の名曲、D.スカ
ルラッティ作品の解説・鑑賞を行ないます。

平均律①/作品の成り立ち
主に第1巻を取り上げます・作品の成立年・評価・特徴を学びタイ
トルの「平均律」について当時の調律法を絡めて考察します。

平均律②/プレリュードの多様性他
第1巻全24曲の前奏曲を5つの特徴に分けて解説します。又各曲
の適切なテンポについても考察します。

平均律③/グノー:アヴェ・マリアとの関連

シンフォニア①/作品分析・演奏
第8番の分析を行ないます。各声部の横の動きを把握し、どのよ
うに絡んでいるか演奏を通して理解します。

シンフォニア②/装飾音・曲の配列
第5番を取り上げ、多種多様な装飾の記号・名称・奏法を学びま
す。又15曲の曲の配列の特徴を解説します。

グノーのアヴェ・マリアの伴奏としても知られる、第1巻第1番の前
奏曲の分析及びグノーとのアンサンブルを実践します。

クォーター末試験評価方法

出席25％(第1回～第6回は各3点、試験の第7回のみ7点で計算。遅刻は減点1となります)平常点
25％、(日頃の授業態度及び授業内での演奏内容も含まれます)、試験50％(筆記と実技で評価し
ます)。成績は2クォーターの初回授業時に配付します。

テーマ 授業内容

BWV番号の解説
バッハ作品主題目録番号を解説します。バッハの残した様々な
ジャンルの名称やジャンルごとに分かれた番号を覚えます。

バロック、特にバッハはクラシックを勉強する上で必要不可欠な作曲家です。しかしその緻密で複
雑な作曲構造の為、苦手意識をもたれ易いのも事実。バッハのオリジナル（鍵盤）作品の分析は
勿論、ポピュラー編曲、ジャズ編曲作品も取り上げ、様々なジャンルの音楽にも対応できるバッハ
音楽の懐の深さも紹介します。CD鑑賞、実演を通して耳で、身体でバッハを楽しみましょう。
到達目標
ポリフォニー作品の演奏に必要な分析力(テーマ調べ・転調調べ・各種舞曲の特徴の理解等)を
身に着け、複数の声部を聴き分ける耳を養い、立体的な響きの演奏を目指します。又当時の様
式から逸脱しない、それぞれの作品に相応しい適切なテンポ・リズムを導き出せるようにします。
バッハを勉強する大切さを理解し、自発的に取り組む姿勢を養います。

授業計画

授業のまとめ(1クォーター試験)
第1～6回の授業のまとめとして筆記・実技の試験を実施します。
実技課題は授業で取り上げた作品より指定します。

バロック以前の音楽～バッハの登場
バッハ登場以前の音楽の歴史や活躍した作曲家を学びます。年
代を西暦で覚え、各時代の特徴を整理して覚えます。

テーマ 授業内容

ポリフォニー音楽とは　J.S.バッハの作品
ポリフォニー音楽の特徴を学び、作品の簡単な分析や実際の小
品を演奏することによって理解を深めます。

インヴェンション①/いろいろな版
当時と現代の記譜の違いをバッハの自筆譜を通して理解します。
又、様々な版の特徴を学びます。

インヴェンション②/作品分析
第1番の分析を実施します。演奏に必要な最低限のアナリーゼの
仕方を学びます。

科目名

クラシック演奏法研究Ⅰ

担当講師

大導寺錬太郎

科目概要



学期

秋

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

ピアノ学科
科目名 担当講師

クラシック演奏法研究Ⅱ 大導寺錬太郎

バロックに引き続き、古典派についてピアノ作品を中心にその様式感を学びます。ハイドン、モー
ツァルト、ベートーヴェンの作品を中心に代表的な作品を取り上げ、簡単な形式論を学び、分析
を通して演奏法を研究します。同時にピアノ作品と他ジャンルの関連性やピアノの発達について
も研究し、CDなどの鑑賞と実習を織り交ぜながら演奏表現法を考えます。
到達目標
古典派の基本的な知識やリズム感を身に着け、感性だけに頼らない裏打ちのしっかりした安定
かつ説得力のある演奏が出来るようにします。また鍵盤作品以外の名曲を学ぶ事で、作曲家の
音楽的な特徴を把握し、適切なタッチやフレージング等を自ら考える事の出来る力を養います。

授業計画
テーマ 授業内容

バロック時代から古典派の時代へ
J.S.バッハ没後からハイドン・モーツァルト・ベートーヴェンが活躍
するまでの大まかな歴史を学びます。

古典派時代の「ソナタ」/様々な形式①
時代によって変わる「ソナタ」の意味を理解し、古典派時代に確立
された「ソナタ」の構成や様々な形式を学びます。

様々な形式②/ソナチネ作品演奏
様々な形式の「型」が実際の作品にどう当てはめられているか
を、演奏を通して実感します。

J.ハイドン①～その生涯～
77年の生涯を解説。仕えた貴族や師匠について、モーツァルトと
の友情、人物像等を学び名作の生まれた背景を理解します。

J.ハイドン②～交響曲･弦楽四重奏曲・
ピアノソナタ･Hob.番号～

ハイドンの残した主要な作品及びピアノソナタの解説・鑑賞。ハイ
ドン作品目録番号の解説も行ないます。

J.ハイドン③～ピアノソナタの分析・
古典派のリズム～

代表的なピアノソナタを分析し、ハイドンの作曲上の工夫を知りま
す。又リズム打ちを通して古典派の特徴を理解します。

授業のまとめ(3クォーター試験)
第1回～6回の授業のまとめとして筆記・実技の試験を実施しま
す。実技は事前に指定した課題の演奏となります。

クォーター末試験評価方法

出席25％(第1回～第6回は各3点、試験の第7回のみ7点で計算。遅刻は減点1となります)平常点
25％、(日頃の授業態度及び授業内での演奏内容も含まれます)、試験50％(筆記と実技で評価し
ます)。成績は4クォーターの初回授業時に配付します。

テーマ 授業内容

モーツァルト①～幼年時代の演奏旅行
～

父親と長きに渡る演奏旅行で起きた出来事や影響を受けた人
物、彼の天才ぶりを表すエピソード等を解説します。

モーツァルト②～幼年時代の作品演奏
/晩年・㎸番号等～

記念すべき第1作他、初期の小品を演奏し、彼の音楽・感性を体
感します。晩年やKV番号にも触れます。

モーツァルト③～作風・人物・
ピアノソナタ～

作品の特徴や人物の解説。又18曲のピアノソナタより有名な数曲
を選び解説・鑑賞します。

出席25％(第1回～第7回各3点、試験の第8回のみ4点で計算。遅刻は減点1となります)平常点
25％、(日頃の授業態度及び授業内での演奏内容も含まれます)、試験50％(筆記と実技の合計
を50点に換算)の割合で算出した3クォーター末の成績と4クォーターの成績の平均が、学期末の
評価となります。

モーツァルト④～その他ジャンル
の名曲～

全てのジャンルで駄作がない事でも知られるモーツァルト。様々
なジャンルの名曲解説・鑑賞を通して彼の魅力に迫ります。

ベートーヴェン①～交響曲～
ベートーヴェンが特に力を入れていた交響曲についての解説・鑑
賞。鑑賞に伴い、スコアの基本的な読み方も解説します。

ベートーヴェン②～ピアノ協奏曲・
ピアノソナタ～

PF協奏曲の特徴、彼の考えていた「協奏曲」についての解説。32
のPFソナタより名曲を選んで解説・鑑賞・読譜をします。

ベートーヴェン③～変奏曲・バガテル・
弦楽四重奏～　シューベルト他

その他ピアノ変奏曲や小品、室内楽、F.シューベルトのピアノ作
品、D番号について等、解説・鑑賞します。

授業のまとめ(4クォーター試験)
第1回～7回の授業のまとめとして筆記試験を行ないます。

学期末試験評価方法



学期

春

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

テンションを含むクローズ・ヴォイシングの使用。メージャー・ダイアトニック進行の理解。　実技・提出50％
出席20％　平常30％〈テキスト〉1.ポピュラー音楽に役立つ知識　2.ピアノが２倍楽しくなる！コードが弾ける
ガイドブック／秋谷えりこ著／シンコー・ミュージック

実技テスト
長調の曲提出と、曲演奏。ティアーズ・イン・ヘブン、イッツ・トゥー・レイト、
愛はきらめきの中に

ピアノ学科

長調のダイアトニック　3
長調のダイアトニックの仕組みと例題曲アナライズする。
例題曲：ユア・ソング、オネスティ、ペニー・レインなど

長調のダイアトニック　4
例題曲アナライズ＆曲を作り始める／ダイアトニック並進行を使いサビを
作る。例題曲：ラビング・ユー、エモーション

長調のダイアトニック　5
ベースを重視した進行の曲のアナライズ。例題曲：オール・アット・ワン
ス、イエスタディ・ワンス・モア　他

クローズ・ヴォイシング　2
基本的置き換えと6種の裏技のエクササイズを使い曲を弾く。
例題曲：イズント・シー・ラブリーなど。

長調のダイアトニック　1
長調のダイアトニックの仕組みと例題曲をアナライズする。
例題曲：ティアーズ・イン・ヘブン、レディ・マドンナなど 。

長調のダイアトニック　2

コード・ベーシック　5
3和音と4和音を含む楽曲でコードの実践をする。
4和音全てを含む例題曲：レット・イット・ビー

総復習
3和音と4和音の総復習として演奏する。例題曲：恋はあせらずに、ヘイ・
ジュード、レット・イット・ビー、など。

例題曲アナライズ＆曲を作り始める／主要3和音のみでモチーフを作り、
代理コードを当てはめ主題を作る。

クォーター末試験評価方法

コードの基本はできているか。基本のリズムは把握できたか。実技・提出50％　出席20％　平常30％　〈テキ
スト〉1.ポピュラー音楽に役立つ知識　2.ピアノが２倍楽しくなる！コードが弾けるガイドブック／秋谷えりこ著
／シンコー・ミュージック

テーマ 授業内容

クローズ・ヴォイシング　1
テンションの種類と使い方＆９th・１１th・１３th／基本的置き換えと6種の
裏技のエクササイズを知る。

アレンジ・作曲に必要なコードの基礎クローズ・ヴォイシングを習得。様々なポップス曲の例題を通して、基
本的リズム、コード進行、ヴォイシング、アレンジ方法をマスターしていきます。コードは３和音から４和音へ
と段階的に学習。テンションとヴォイシングについても詳細に解説していきます。

到達目標
・基本コードの習得
・メージャー・ダイアトニックコード進行の理解
・テンションを含むクローズ・ヴォイシング全般の理解

授業計画

実技テスト
クローズ・ヴォイシング問題と曲演奏。恋はあせらずに、ヘイ・ジュード、
レット・イット・ビー、ラヴィング・ユー

コード・ベーシック　1
メージャーとマイナー・トライアドの練習／メージャーとマイナー・トライアド
の特徴を捉え12キーをマスター。

テーマ 授業内容

コード・ベーシック　2
メージャーとマイナー・トライアドの実践／メージャーとマイナー・トライアド
を使って曲を弾く。例題曲：恋はあせらずに

コード・ベーシック　3
3和音＋1の4和音の特徴を捉え12キーをマスター。3和音使って曲を弾
く。４和音例題曲：ヘイ・ジュード

コード・ベーシック　4
SUS4とディミニッシュ7の特徴を捉え12キーをマスター。SUS4とディミニッ
シュ7の４和音の例題曲：ラヴィング・ユー

科目名

ジャズ・ポピュラー演奏法研究Ⅰ

担当講師

秋谷　えりこ

科目概要



学期

秋

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

ピアノ学科
科目名 担当講師

ジャズ・ポピュラー演奏法研究　Ⅱ 秋谷　えりこ

短調のダイアトニックを理解し作曲する。アレンジにおいてはオープン・ヴォイスを用いて幅をひろげていく。
4クォーターでは基本的なアドリブの曲を通して学んでいく。ペンタトニックやブルーノートへの理解も深めて
いきます。

到達目標
・基本オープン・コードの習得
・マイナー・ダイアトニックコード進行の理解
・ベーシック・アドリブ方法の理解

授業計画
テーマ 授業内容

オープン・ヴォイシング　1
オープン・ヴォイシングのつくり方とエクササイズ／ベーシック・ヴォイシン
グ（R.5.3＆R.♭7.3）の捉え方をマスターする。

オープン・ヴォイシング　2
オープン・ヴォイシングを一部使った曲で実践。
例題曲：イッツ・トゥー・レイト、ドント・ノー・ホワイ

短調のダイアトニック　1
短調のダイアトニックの仕組みと例題曲をアナライズする。
例題曲：君の友達、くよくよするなよ、ケアレス・ウィスパーなど

短調のダイアトニック　2
短調のダイアトニックの仕組みと例題曲アナライズする。／短調の表を覚
える。例題曲：キリング・ミー・ソフトリーなど。

短調のダイアトニック　3
ベースを重視した進行や特殊なコード（IIm7.IV7.Vm7）を使った曲の演奏。
例題曲：ホワッチャ・ゴナ・ドゥ・フォー・ミーなど。

短調のダイアトニック　4
テンションの裏技を使ったマイナー曲の練習。例題曲：ケアレス・ウィス
パー、フィール・ライク・メイキング・ラヴなど。

実技テスト
オープン・ヴォイシングテストと短調の曲の演奏：イッツ・トゥー・レイト、ケ
アレス・ウィスパーなど。

クォーター末試験評価方法

オープン・ヴォイシングでのアレンジ方法の理解。短調の仕組みの理解。実技・提出50％　出席20％　平常
30％〈テキスト〉1.ポピュラー音楽に役立つ知識　2.ピアノが２倍楽しくなる！コードが弾けるガイドブック／秋
谷えりこ著／シンコー・ミュージック

テーマ 授業内容

アドリブ　1
Cのペンタトニックとブルーノート／ペンタトニックスケールとブルーノート
の使い方の実践そのⅠ 例題曲：ドント・ノウ・ホワイ

アドリブ　2
Cのペンタトニックとブルーノート／ペンタトニックスケールとブルーノート
の使い方の実践そのⅡ 例題曲：サムシング

アドリブ　3
Cのペンタトニックとブルーノート／マイナー・ペンタトニックスケールの使
い方の実践そのⅠ 例題曲：ケアレス・ウィスパー

基本的アドリブの理解ができているか。2種のヴォイシングの実践ができるようになったか。実技・提出50％
出席20％　平常30％〈テキスト〉1.ポピュラー音楽に役立つ知識　2.ピアノが２倍楽しくなる！コードが弾ける
ガイドブック／秋谷えりこ著／シンコー・ミュージック

アドリブ　4
Cのペンタトニックとブルーノート／マイナー・ペンタトニックスケールの使
い方の実践そのⅡ  例題曲：チェンジ・ザ・ワールド

アドリブ　5
メージャーとマイナーペンタトニックのコンビネーションで実際の曲で弾く
Ⅰ　例題曲：レット・イット・ビー

アドリブ　6
メージャーとマイナーペンタトニックのコンビネーションで実際の曲で弾く
Ⅱ 例題曲：ホワッツ・ゴーイング・オン

総復習
総復習として曲を弾く　例題曲：ドント・ノウ・ホワイ、サムシング、ケアレ
ス・ウィスパー、チェンジ・ザ・ワールドなど。

実技テスト
アドリブ曲の演奏：ドント・ノウ・ホワイ、サムシング、ケアレス・ウィス
パー、チェンジ・ザ・ワールド、レット・イット・ビー

学期末試験評価方法



学期

春

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

評価方法は次の通りです。①まず基本は授業にきちんと出席できることです。遅刻、欠席をしないように心
がけましょう。②夏休みに誰かを教えます。③夏休みに教えるレッスンプランの発表をします。④夏休みに
教えたレッスンの発表をします。⑤教えたレッスンのレポートを作成します。
①３５％　②③④で３０％　⑤３５％

夏休みに教えたレッスンレポート
実際に行ったレッスン記録を元に、夏休みに教えたレッスンにつ
いてレポートしましょう。

ピアノ学科

夏休みの「レッスンプラン」の発表
どういう風にレッスンするか？どんなテキストや曲を使うか、など
夏休みのレッスンについて発表しましょう。

「夏休みのレッスン」の報告
夏休みに行ったレッスンはどうでしたか？
自分の行ったレッスンについて発表します。

教えたレッスンでわからなかったこと
夏休みに行ったレッスンで、わからなかったこと、難しかったこと、
途惑ったこと、などを発表し、解決方法を学びましょう。

全調メソードとは？
「全調メソード」って何？なぜ全調メソードが必要なの？
全調メソードについて学びます。

「バイエル」とは？
「バイエル」って何？なぜ「バイエル」はロングセラーなの？
バイエルについて学びましょう。

「教える生徒」についての発表

「ミドルCアプローチ」とは？
「ミドルCアプローチ」って何？を習います。
「ミドルCアプローチ」のピアノテキストも沢山紹介します。

「ランドマークアプローチ」とは？
「ランドマーク」の意味って何？それを「読譜」に利用するとどうな
る？発想を転換するスキルをゲットしよう！

夏休みに教える生徒について、プレゼンテーションしましょう。
どうやって生徒をみつけたか？何を教えるか？など。

クォーター末試験評価方法

評価方法は次の通りです。①まず基本は授業にきちんと出席できることです。遅刻、欠席をしな
いように心がけましょう。②楽譜売り場に行き、授業時の指示に従い、ピアノ教本について調べま
す。③課題は必ず期限までに提出しましょう。
①出席４０％　②平常点２０％　③課題４０％

テーマ 授業内容

夏休みに誰かを教えてみよう！
夏休みの課題である「誰かを実際に教えてみる」について「どう
やって生徒をみつけるの？」など理解しましょう。

２１世紀に求められているピアノ教師像とは？実際のレッスン現場のビデオを見たり、レッスン
グッズの実物を使っての実際的な授業です。「ピアノは弾けるけど、ピアノの教え方が分からな
い」新米ピアノ教師になった時、困らないためのノウハウを学びます。

到達目標
なぜピアノ指導は面白いの？他の職業と何が違うの？ピアノ教師って何がいいの？
沢山あるピアノ教本の選び方、初めて教えるとき、何から教えればいいの？などを学び理解しま
しょう。

授業計画

私が選んだピアノテキスト
１クォーターで学んできたことを元に「良いと思う」テキスト選びを
し、それについてレポートを作成しましょう。

「ピアノ指導法」授業の目的は？
なぜ、この授業があるの？「ピアノ指導法」をなぜ勉強する必要が
あるのかを知りましょう。

テーマ 授業内容

ピアノ指導者の仕事とは？
ピアノ講師の仕事って、どういう仕事？ピアノ講師、ピアノ教師の
仕事について学びましょう。

沢山あるピアノ教本について
ピアノ教本が沢山あることを知りましょう。
なぜ沢山あるのでしょう？それを考えよう！

ピアノ教本の分類法
沢山あるピアノ教本やピアノテキストを見分けられる方法につい
て、その分類の方法を学びます。

科目名

ピアノ指導法研究 Ⅰ

担当講師

溝部洋子

科目概要



学期

秋

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

ピアノ学科
科目名 担当講師

ピアノ指導法研究 Ⅱ 溝部洋子

先生役＆生徒役になって、バーチャルレッスンを行います。バーチャルレッスンを通して、具体的
な指導のスキルや、問題解決の方法を学びます。お手本となる演奏についても考えます。指導
者として示すべき模範、アンサンブルの必要性についても学びます。

到達目標
バーチャルレッスンをすることによって、クラスメイトの指導法を知り、その長所と問題点を発見
し、具体的な指導のスキルや問題解決の方法を学びます。クラスメイトの発表からは、想像以上
に沢山のことが学べることでしょう。アンサンブルの必要性、指導者として示すべき模範と教える
べきポイントについて、理解できるようにします。

授業計画
テーマ 授業内容

レッスンで最初に教えること
初めてのレッスンで教えるべきことは何か？を考えます。
必要不可欠な５項目を学びます。

鍵盤上の音名
テーマ①　「鍵盤上の音名」　テーマに合ったグッズ作りをし、先生
役・生徒役となって模擬レッスンを行います。

ドレミの配列
テーマ②　「ドレミの配列」　テーマに合ったグッズ作りをし、先生
役・生徒役となって模擬レッスンを行います。

譜表上の音名
テーマ③　「譜表上の音名」　テーマに合ったグッズ作りをし、先生
役・生徒役となって模擬レッスンを行います。

音の方向＆音程読み
テーマ④　「音の方向＆音程読み」　テーマに合ったグッズ作りを
し、先生役・生徒役となって模擬レッスンを行います。

リズムと拍子
テーマ⑤　「リズムと拍子」　テーマに合ったグッズ作りをし、先生
役・生徒役となって模擬レッスンを行います。

全６回のまとめ
全６回の授業を通して、クラスメートの行ったレッスンを振り返り、
ディスカッションをしましょう。

クォーター末試験評価方法

評価方法は次の通りです。①まず基本は授業にきちんと出席できることです。遅刻、欠席をしな
いように心がけましょう。②バーチャルレッスンのためのグッズ制作をします。③先生役のレッス
ン計画を作り、実行しましょう。④生徒役を適正に行いましょう。
①出席４０％　②③課題４０％　④平常点２０％

テーマ 授業内容

お手本となる演奏とは
模範となる演奏について考えます。なぜお手本の演奏が必要な
のでしょう？皆で話し合います。

演奏と発表：導入期の曲
導入期の曲でお手本とするべきポイントは？
導入期には何を押さえなければいけないか？を学びます。

演奏と発表：初級レベルの曲
初級レベルの曲でお手本とするべきポイントは？
初級期には何を押さえなければいけないか？を学びます。

評価方法は次の通りです。①まず基本は授業にきちんと出席できることです。遅刻、欠席をしないように心
がけましょう。②導入・初級・中級のレパートリーから１曲選択して演奏します。③導入・初級・中級の連弾又
は２台ピアノのレパートリーから１曲選択して演奏します。④１年のまとめをレポートします。
①４０％　②③④で６０％

演奏と発表：中級レベルの曲
中級レベルの曲でお手本とするべきポイントは？
中級期には何を押さえなければいけないか？を学びます。

アンサンブルの必要性と合わせ方
なぜアンサンブルが必要なの？連弾や２台ピアノを早くから導入
する必要性と合わせ方の基本を学びます。

連弾又は２台ピアノの演奏
導入・初級・中級レベルより１つ選び、クラスメートと連弾又は２台
ピアノの曲を決めて演奏発表します。

私が選んだ作曲家について
選択した曲の作曲家について調べ、発表します。
子供の生徒でもわかるよう、わかり易く説明しましょう。

学期末試験
ピアノ指導法の１年間の学びを振り返り、何を学んだか？何が印
象に残ったか？などをレポートします。

学期末試験評価方法



学期

春

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

科目名

ソルフェージュⅠ

担当講師
藤本暁子、宇都宮三花、

熊埜御堂可奈子

科目概要
「視唱」と「聴音」の訓練をしていきます。

到達目標
自分が思う音と、実際に出ている音が一致しているかどうかが確認できるようになること。同時
に、「音」だけではなく、ダイナミクス、アーテキュレーション等も読み取り、感じ取ることができる
ようになること。

授業計画

試験 & 総括
視唱試験（新曲視唱 step1,2) & 1Qのまとめ

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（2度）、コンコーネ（1-4）、聴音（step13,14)

テーマ 授業内容

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（2度）、コンコーネ（1-4）、聴音（step13,14)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（2度）、コンコーネ（1-4）、聴音（step13,14)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（2度）、コンコーネ（1-4）、聴音（step13,14)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（2度）、コンコーネ（1-4）、聴音（step13,14)

試験
聴音試験

コールユーブンゲン（3度）、コンコーネ（5-9）、聴音（step15,16)

クォーター末試験評価方法

「視唱」と「聴音」の2項目の評価をします。加えて、毎回の授業への取り組み方でも評価します。
出席　・　遅刻も多いに関係しますので授業には積極的に取り組みましょう。

テーマ 授業内容

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（3度）、コンコーネ（5-9）、聴音（step15,16)

学期末試験評価方法

「視唱」と「聴音」の2項目の評価をします。加えて、毎回の授業への取り組み方でも評価します。
出席　・　遅刻も多いに関係しますので授業には積極的に取り組みましょう。

試験 & 総括
視唱試験（新曲視唱 step3,4) & 2Qのまとめ

ピアノ学科

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（3度）、コンコーネ（5-9）、聴音（step15,16)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（3度）、コンコーネ（5-9）、聴音（step15,16)

試験
聴音試験

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（3度）、コンコーネ（5-9）、聴音（step15,16)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（3度）、コンコーネ（5-9）、聴音（step15,16)

視唱 & 聴音



学期

秋

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

「視唱」と「聴音」の2項目の評価をします。加えて、毎回の授業への取り組み方でも評価します。
出席　・　遅刻も多いに関係しますので授業には積極的に取り組みましょう。

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（5度）、コンコーネ（14-18）、聴音（step19,20)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（5度）、コンコーネ（14-18）、聴音（step19,20)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（5度）、コンコーネ（14-18）、聴音（step19,20)

試験
聴音試験

試験 & 総括
視唱試験（新曲視唱 step7,8) & 4Qのまとめ

学期末試験評価方法

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（5度）、コンコーネ（14-18）、聴音（step19,20)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（5度）、コンコーネ（14-18）、聴音（step19,20)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（5度）、コンコーネ（14-18）、聴音（step19,20)

試験 & 総括
視唱試験（新曲視唱 step5,6) & 3Qのまとめ

クォーター末試験評価方法

「視唱」と「聴音」の2項目の評価をします。加えて、毎回の授業への取り組み方でも評価します。
出席　・　遅刻も多いに関係しますので授業には積極的に取り組みましょう。

テーマ 授業内容

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（4度）、コンコーネ（10-13）、聴音（step17,18)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（4度）、コンコーネ（10-13）、聴音（step17,18)

試験
聴音試験

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（4度）、コンコーネ（10-13）、聴音（step17,18)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（4度）、コンコーネ（10-13）、聴音（step17,18)

視唱 & 聴音
コールユーブンゲン（4度）、コンコーネ（10-13）、聴音（step17,18)

「視唱」と「聴音」の訓練をしていきます。

到達目標
自分が思う音と、実際に出ている音が一致しているかどうかが確認できるようになること。同時
に、「音」だけではなく、ダイナミクス、アーテキュレーション等も読み取り、感じ取ることができる
ようになること。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ピアノ学科
科目名 担当講師

ソルフェージュⅡ
藤本暁子、宇都宮三花、

熊埜御堂可奈子



学期

春

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

科目名

ピアノ音楽史Ⅰ

担当講師

武正久美子

科目概要
西洋音楽、クラシック音楽の歴史を学ぶ授業です。春学期は、中世ヨーロッパ、ルネサンス期を
経て、バロック時代と古典派を中心に学びます。各時代の音楽的特徴、当時の作曲家たちやそ
の作品のスタイルを知り、どのように音楽が発展して来たかを考察します。また、当時の絵画、文
学、建築なども紹介しながら、音楽への影響や関連性にふれていきます。
到達目標
私たちが日ごろ親しんでいる楽曲には、どのような背景があるのかを知り、作品とその作曲家へ
の理解を深めることを目的としています。実際の演奏や曲を聴くことが、幅広い視点と知識を持つ
ことでより魅力を増し、豊かな感性を持って音楽に向きあえるよう目指していきます。

授業計画

授業内試験
中世ヨーロッパからバロック時代を中心に、音楽的特徴、作品の
スタイルなどについて問う記述式試験

西洋音楽史概要/中世ヨーロッパ
祈りと音楽・キリスト教音楽の始まり/グレゴリオ聖歌の発展と
ポリフォニー音楽の起源

テーマ 授業内容

中世からルネサンスへ
教会旋法の響きとは/ゴシック様式の芸術/ノートルダム大聖堂の
音楽・中世の楽譜とリズム表記/アルス ノヴァ

ルネサンスからバロックへ
ルネサンス背景/宗教改革とルターのコラール/
バロック時代概要・音楽的特徴

バロック時代Ⅰ
バロック音楽の特徴となる様々な作曲法/通奏低音・対位法/
教会旋法から長・短調へ/器楽音楽の興隆

バロック時代Ⅱ
器楽・鍵盤音楽作品の種類/
～J.S.バッハ、ヘンデル、ヴィヴァルディの作品を通して～

バロック時代Ⅲ
舞曲・組曲の種類と特徴/変奏曲、トッカータ、トリオ ソナタ、
コンチェルト グロッソ他/フィレンツェ・オペラの誕生

ウィーン古典派/様々な作品から
～楽器の音色とオーケストラのしくみ～

クォーター末試験評価方法

試験前の授業であらかじめ出題する設問に対して、各自自作の文章にて回答する記述式試験を
行います。
試験結果:70％　出席:20%  平常点:10%

テーマ 授業内容

バロックから古典へ～前古典派～
古典主義音楽の概要・特徴と時代背景/
バロックから古典への過渡期/多感様式　他

学期末試験評価方法

試験前の授業であらかじめ出題する設問に対して、各自自作の文章にて回答する記述式試験を
行います。
試験結果:70％　出席:20%  平常点:10%

授業内試験
古典派の特徴となる作曲法、作風、活躍した作曲家や
その作品について問う記述式試験

ピアノ学科

古典派Ⅳ
ソナタ形式・ロンド形式の構成/主題労作とは？三部形式の調性
の関係～モーツァルトの協奏曲・交響曲の分析から知る～

古典派Ⅴ
ベートーヴェンとピアノ/ソナタの作風、音域とペダルの使用に見
る”楽器としてのピアノ”の発達

古典派Ⅵ
18世紀のオペラ～イタリア・フランス・ドイツ～
オペラの種類と名作品

古典派Ⅰ
D.スカルラッティとC.P.E.バッハのソナタ形式/オーケストラ音楽の
発展・マンハイム楽派とJ.シュターミッツの活躍

古典派Ⅱ
ソナタ形式と交響曲の確立/ウィーン古典派の三大巨匠
ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの交響曲と弦楽四重奏曲

古典派Ⅲ



学期

秋

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

試験前の授業で事前に出題する設問に対し、自作の文章で答える記述式試験を行います。
試験結果:70% 　出席:20%  平常点:10%

近代Ⅲ
新ウィーン楽派/シェーンベルクの十二音技法
リズムの改革/ストラヴィンスキー、バルトーク

近代Ⅳ
新古典主義/フランス六人組の音楽とその作風・ジャズの影響

近代～現代
メシアン/その音楽観・日本人音楽家とのつながり
新しい音楽への試み/アメリカの音楽界

現代
ケージ/偶然性の音楽・新発想のピアノ奏法・プリペアドピアノ他
日本における西洋音楽/邦人音楽家の活躍

授業内試験
近現代の音楽、作曲家、その作風についてを問う記述式試験

学期末試験評価方法

ロマン派から近代へ
19世紀末のウィーン/アール ヌーヴォーの美術・芸術家
フランス音楽の再始動/印象主義の絵画と音楽への影響

近代Ⅰ
ドビュッシーの音楽/
全音音階の響きと、音色に表れる印象派の趣

近代Ⅱ
19世紀末～近代ロシアの作曲家たち～
スクリャービンの神秘和音/ラフマニノフの作品

授業内試験
ロマン派の音楽に関する記述式試験

クォーター末試験評価方法

試験前の授業で事前に出題する設問に対し、自作の文章で答える記述式試験を行います。
試験結果:70% 　出席:20%  平常点:10%

テーマ 授業内容

ロマン派の音楽Ⅳ
標題音楽・性格的小品/ヴィーダーマイヤー
リストの交響詩

ロマン派の音楽Ⅴ
国民楽派の音楽/東欧、北欧、ヨーロッパ諸国の音楽家
ロシア五人組/民族色を音楽に

ロマン派の音楽Ⅵ
ロマン派のオペラ～イタリア、フランス、ドイツ～
オペラ作曲家と作品/ウィンナーワルツ

ロマン派の音楽Ⅰ
ロマン派　概要/時代背景と文化の特色
文学、芸術とのつながり

ロマン派の音楽Ⅱ
ロマン派を支えるピアノ音楽/古典派的なロマン派作曲家たち
シューベルトのドイツ歌曲～ピアノを歌う楽器に～

ロマン派の音楽Ⅲ
シューマンの歌曲とピアノ作品/ロマン派最盛期
ヴィルトゥオーゾの活躍/ピアノの発達と演奏会スタイルの変化

ロマン派から近現代をピアノ音楽を中心に学びます。また、協奏曲、交響曲、オペラなど多様なス
タイルの作品も紹介しながら、多くの作曲家の個性にふれていきます。20世紀以降は、国際化の
進む中で新しい感性や思想を追求した現代音楽家たちの作品、ジャズの影響、日本で活躍する
音楽家も取り上げ、現代に至るまでの音楽の発展と変化を辿っていきます。
到達目標
春学期同様、時代の流れと歴史的背景を学びながら、各時代の音楽的特徴、活躍した音楽家や
その作品への理解を深めていくことが目標です。更に、現在では当前と思って使用している楽器
の機能、コンサートのスタイル、音楽家の在り方など、歴史の中で変化してきたクラシック音楽の
様々な要素を知り、その価値を再確認することを目指します。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ピアノ学科
科目名 担当講師

ピアノ音楽史Ⅱ 武正久美子



学期

春

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

科目名

コードワークの基礎を学びます。音名、音階、音程を英語で考え、コードとコードネームの仕組みを理解
していきます。また、様々なビートを知り、いろいろなジャンルを参考曲として学習していきます。スコア譜
を読んだり書いたりして、アレンジの基礎力を培います。

転回コードを勉強していきます。コードトーンのそれぞれの音を最低音にし
て考えます。また、16ビートのリズムも学習します。

担当講師

コード　⑥・ビート　③

授業内容テーマ

松永加津子

授業内容

指示されたスコア譜に書いて提出
スコア譜を書く

授業計画

春学期は特に、あらよる種類のコードを読み書き出来るようになるのが、一つの目標とします。そして、
コードとビートを学び、オリジナル曲を作り、最終的には、キーボード、ベース、ドラム、ギターなど、４リズ
ムの入ったスコア譜を制作します。

コード進行法Ⅰ

到達目標

科目概要

まず、基本のメジャーのコード、マイナーコードがわかるように勉強します。
主要３和音を覚えましょう。

コード　⑧・ビート　④

ディミニッシュコードを４声で考えます。転回形も考えます。４リズムのアレン
ジも学習していきます。コード　⑦・アレンジ　②

M７thのコードを学習。ベースのアレンジの仕方、譜面の書き方などを学
習。バスドラとベースの動きなど考えて譜面にします。

コード　②・ビート　①

コード　①

コード　⑤・ビート　②・アレンジ　②

テーマ

オリエンテーションとガイダンス

短くてもいいので、オリジナル曲を作り、スコア譜に書いていきます。

オーギュメントのコードを学び、５thの変化を確認します。ギターの譜面の書
き方も学習します。スコア譜も書き始めます。

リード音指定の転回コードを勉強していきます。シャッフルの譜面をどう書く
のか、基本を学びます。

主要３和音をしっかり学びます。ダイアトニックコードは４声で考えます。

コード　⑨・アレンジ　③

7sus4のコード・代理和音としての分数コードを勉強します。ビートレッスンで
は、シャッフルのリズムを学習します。

スコア譜提出
オルジナル曲をスコア譜に書いて提出

ピアノ学科

m7thのコードを学習。ベースの譜面の書き方を学びます。また、ブルース
形式のコード進行も学習していきます。

ビート確認とオリジナル曲

コード　③

クォーター末試験評価方法

ここまでで学習したコードの、3rd、7th、5th、sus4の音程を確認します。

７thの音程を確認し、コードにした時の書き方を覚えます。また、ドラムの譜
面やキーボード上のアサイン先を覚えます。

コード確認とオリジナル曲

学期末試験評価方法

アレンジ制作

毎回の授業の取り組みをチェックしますので、出席を重視することになります。また、スコア譜は、コード
ネームとコードが合っているか、指示されたようにベーストバスドラの動きを合わせて書いてあるかなどを
採点します。

コード　④・アレンジ　①

ここまでで学習したビートの８ビート、１６ビート、シャッフルのバーと確認を
します。



学期

秋

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

ボイシング確認　まとめ

シンプルな2声のボイシングを考えます。どの音が必要か、必要な音が複
数あった場合、どう選択するのか学びます。

出席を重視、普段の課題の取り組みも採点に反映させます。今クオーターで学んだコード進行を取り入
れ、参考にしながらオリジナル曲やアレンジを考えて譜面にします。ビートレッスンで学んだ４リズムの譜
面の書き方が出来ているかをチェックします。

ボイシング　①

クォーター末試験評価方法

ビート確認　まとめ

出席を重視します。普段の課題をしっかり取り組んでいれば、いい作品が出来ているのではないかとお
思います。ボイシングのやり方を覚え、演奏する時に役立ててほしいと思います。スコア譜の書き方も採
点します。

移調したスコア譜を提出。
スコア譜で提出

オリジナル曲作品提出

コード進行をボイシング。必要な音をつないで、内声の流れを作っていきま
す。ボイシング　②

4ビートの曲を勉強します。どのように譜面に表すのか、どんなノリで演奏す
るのか、弾いたり書いたりしてみましょう。

ボサノバのリズムを学び、使われているコードのテンションやコード進行を
確認していきます。

セカンダリードミナントを学習します。参考曲の譜面に、ドミナントモーション
やツーファイブの印を書き込んで学習します。

学期末試験評価方法

コード進行の確認　まとめ

sus4から3rdへの進行そしてドミナントモーション。7sus4からのドミナント
モーション、内声の動きを作ります。

到達目標

コード進行　④

コード進行　③

コード進行　②

コード進行　①

授業計画

順次進行の勉強をします。ベースラインを上手に作って、流れを作っていき
ます。

授業内容テーマ

オリジナル曲をスコア譜で提出

2声3声のボイシングの復習をしていきます。オリジナル曲の制作、アレンジ
をしっかりまとめていきます。

これまでに学習したビートの復習です。様々なビートの書き表し方を確認。
オリジナル曲の参考にしましょう。

テンションコードとコード進行の確認をします。また、オリジナル曲を考えま
す。

コード進行　⑥

前回に引き続き、ドミナントモーションを膨らませて、ツーファイブドミナント
モーションをダイアトニックコードで確認。

春学期に学習したコードを確実に理解した上で、コード進行を学んでいきます。ドミナントモーション、エク
ステンションオブツーファイブドミナントモーション、セカンダリードミナント、順次進行など、いろいろな名
曲を参考にしながら自分のものにしていきます。

科目名

コード、コード進行、ビートを学習しながら、オリジナル曲制作にチャレンジします。様々なジャンルのスタ
イルを参考にして、スコア譜の書き方を学びましょう。このクオーターでは、16バウンス、ボサノバ、スィン
グのリズムを学習、アレンジの参考にしましょう。

マイナーキー、スケール３種類、トニックマイナーに向かうツーファイブドミナ
ントモーションなど、確認しましょう。

ピアノ学科

ビート　⑤

授業内容

松永加津子

ビート　⑥

初めてコード進行を学習していきます。はじめは、ドミナントモーション。４度
進行の確認をします。

科目概要

コード進行法Ⅱ

テーマ

コード進行　⑤

担当講師



学期

春

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

科目名

オリジナル技法Ⅰ

担当講師

岡澤理絵

科目概要
ピアノって一人で何でもできちゃう～！ですよね。そんな、普段は一人で何でもやれてしまってい
ることをあえてやらずに、音楽的に詞だけ読んでみるとか、リズムだけ演奏してみるとかしてみ
て、物足らなけば作ってみたり。目先を変えて音を見つめ、丁寧に音を作って楽しめたらと思いま
す。春期では詩をかいて、メロディーを付けて、歌を作ります。歌って発表します。
到達目標
うたを作り自作自演をします。ピアノ以外の演奏をすることで、表現方法が色々存在することを
知ってほしいと思います。そしてあらためてピアノを演奏することで自分の言葉はピアノで語りた
いな・って思えたら素敵ですね。

授業計画

オリジナル童謡を発表
発表→みんなで一緒に歌ってみましょう。

ガイダンス
どんな音楽を経験してきたのかを、授業に活かせたらと思います
ので、コミュニケーションをとりながらガイダンスを行います。

テーマ 授業内容

童謡①ことば＆リズム
童謡をリズム分析→プリントしたリズムに言葉を付けてみましょ
う。

童謡②メロディー
童謡の詩をよみながらイントネーション記号を付けてみる→メロ
ディーと比較してみましょう

童謡③いろいろな歌
季節や動物など、たくさんの童謡にふれてみましょう。

童謡④詩をつくる
各自でテーマを決め、詩を作ってみよう→発表→リズムを考える

童謡⑤メロディーをつける
前回の詩にメロディ－を付けてみよう→出来れば伴奏付けましょ
う。

その他の旋法を紹介→メロディーの雰囲気や詩を考えましょう。

クォーター末試験評価方法

平常点・出席点が80％
作品点20％

テーマ 授業内容

様々な音階や調について
使用する音階や調によって、ひとつのメロディーでもイメージが変
わります。

学期末試験評価方法

平常点・出席点が80％
作品点20％

オリジナルソング提出＆発表
歌いましょう。

ピアノ学科

歌をつくろう②
循環コードについて→サビは別にしても、これを使うと便利です。

歌をつくろう③
言葉のイントネーションとメロディーをチェック

歌をつくろう④イントロ作り
イントロの作り方。ここから曲想が予想できたり、先が楽しみにな
ります。

ドリア旋法
ドリアの曲を弾き歌い→リズムが書かれたプリントに、ドリア旋法
でメロディーを付けましょう。

ミクソリディア旋法
ミクソリディアで作られた曲を聞く→用意したコード進行上に、即
興でメロディーをのせてみましょう。

歌をつくろう①



学期

秋

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

平常点・出席点が80％
作品点20％

オーボエ③
オーボエの音色を考えながら、メロディーを作ってみましょう。

２重奏①
２重奏の書き方を紹介し、「ロンドン橋」等の単純なメロディーでア
レンジを練習します。

２重奏②
好きな曲を選び、フルート＆オーボエを使ったアレンジをします。

２重奏③
前回の続きの作業です。

提出＆発表会
これまで作ったオーボエのメロディーと、２重奏のアレンジ曲を試
演します。

学期末試験評価方法

ホルン
音色を聞いて、楽器に合いそうな曲を探してみよう→F管の楽譜
に書いてみましょう。

オーボエ①
音域と演奏法・得手不得手や、「白鳥の湖」等よく演奏される曲な
どを紹介します。

オーボエ②
オーボエ協奏曲を聞きながら、スコアを読んでみましょう。

フルートのアレンジ作品を提出
提出した曲を演奏してみましょう。

クォーター末試験評価方法

平常点・出席点が80％
作品点20％

テーマ 授業内容

フルート③
蝶々など短い単純な曲を、フルートで演奏できるようにアレンジし
てみましょう。

楽譜作り
管楽器のパート譜、書き方を練習します。

移調楽器
クラリネット・ホルンの曲を読み書きしてみましょう。

管楽器の種類と楽譜
オーケストラで演奏する管楽器の紹介をします。スコアをみて、書
き方などチェックしましょう。

フルート①
音域と演奏法・得手不得手や、「アルルの女」等よく演奏される曲
などを紹介します。

フルート②
フルート協奏曲を聞きながら、スコアを読んでみましょう。

秋期では管楽器をメインに授業を行います・といっても自分が吹くのではなく、書いたメロディーを
音にできる様ノウハウを学びます。管楽器は単音しか出せませんが、音域によって音色が変化し
たり、ビブラートをかけて美しく歌ったりできます。学期末には皆さんがアレンジや作曲したフレー
ズを音だしする機会を用意しますので、是非チャレンジして下さい。
到達目標
フルート・オーボエの音域・演奏法などを理解し、楽器がのびのび演奏できるようなアレンジを練
習します。１本ができたら２重奏も書いてみましょう。
移調楽器の楽譜を読む練習を行い、スコアリーディングをしてみましょう。

授業計画
テーマ 授業内容

科目概要

ピアノ学科
科目名 担当講師

オリジナル技法Ⅱ 岡澤理絵



学期

春

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

科目概要

ピアノ学科
科目名 担当講師

コンピューターリテラシーⅠ 有馬知章

パソコンの基本操作とアプリケーションについて学びます。WordとExcelでは、文字の入力、装
飾、書式設定などを習得し、さらに応用力も身につけます。PowerPointでは、スライド作成の技
術だけでなく、プレゼンテーション能力も高めます。

到達目標
Word,Excelを使用して文章の作成、表の作成ができるようになことを目指します。PowerPointを
使用してプレゼンテーションを作成します。

授業計画
テーマ 授業内容

Word基礎1
PCの基本操作、Wordの基本操作、タイピング、日本語変換につ
いて学びます。

Word基礎2
基本的な編集・設定について学びます

Word基礎3
便利な機能について学びます。ここまでの復習で達成度を確認
します。

Excel基礎1
Excelの基本操作をマスターします

Excel基礎2
基本的な数式と関数の利用を学びます

課題作成
エクセルを使って予定表を作成します

課題提出
課題を完成させ提出します

クォーター末試験評価方法

演習・課題の完成度だけでなく、取り組む姿勢や意欲を評価します。試験50％、平常点（授業態
度、課題への取り組み方）10％、出席点40％。

テーマ 授業内容

PowerPoint基礎1
プレゼンテーションとは何かを理解します

PowerPoint基礎2
PowerPointの基本操作をマスターします

プレゼンテーション作成の準備1
基本的な作成方法をマスターします。プレゼンテーションのテー
マを考えます。

演習・課題の完成度だけでなく、取り組む姿勢や意欲を評価します。試験50％、平常点（授業態
度、課題への取り組み方）10％、出席点40％。

プレゼンテーション作成の準備2
プレゼンテーションに必要な資料を収集し、スライドで整理しま
す。

プレゼンテーション作成の準備3・提出
スライドのデザインを考えます。プレゼン内容のプランを提出しま
す。

プレゼンテーションの作成
ここまでの内容の復習をします。さまざまなオブジェクトの挿入を
演習します。

プレゼンテーションの作成
プレゼンテーションを完成させます

プレゼンテーションファイルの完成・提出
プレゼンテーションファイルを完成させ、提出します。

学期末試験評価方法



学期

秋

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

ピアノ学科
科目名 担当講師

コンピューターリテラシー II 有馬知章

Ｆｉｎａｌeの機能を例題演習によって習得し、コンピューターでの楽譜作成技術を身につけます。
メロディ、コード、歌詞の基本的な楽譜の作り方を学びます。

到達目標
コード、歌詞を伴うメロディ譜から、簡単なスコア、アンサンブルのスコアの作成を目指します。

授業計画
テーマ 授業内容

Ｆｉｎａｌe基礎1
Finaleの基本画面について学びます。デフォルトファイルの作成
と編集を学びます。ステップ入力でメロディを入力します。

Ｆｉｎａｌe基礎2
音価の選択。メロディ譜を作成します。

メロ譜の作成・コードの入力
コードの入力。基本的な記号を学びます。作成したメロディ譜に
コードを入力し完成させます。

歌詞の入力
歌詞の入力を学びます。

楽器の設定など総合的な設定
セットアップウィザードの使い方を学びます。テンポ記号、拍子記
号、音部記号、楽器の設定を学びます。

課題の作成
ファイル別オプション等の各種設定を学びます。

課題作成・提出
第7回目の授業内容を50字程度で記入してください。このセルは
自動折り返しの設定になっています。

クォーター末試験評価方法

演習・課題の完成度だけでなく、取り組む姿勢や意欲を評価します。試験50％、平常点（授業態
度、課題への取り組み方）10％、出席点40％。

テーマ 授業内容

ピアノ譜の作成
基本操作の確認。ピアノ譜の作成について学びます。

ドラム・パーカッションの楽譜
ドラム・パーカッションの入力方法を学びます。レイヤーの使い
方。高速ステップ入力。

記号の作成
発想記号・変形図形・アーティキュレーションツールについて学び
ます。

演習・課題の完成度だけでなく、取り組む姿勢や意欲を評価します。試験50％、平常点（授業態
度、課題への取り組み方）10％、出席点40％。

アンサンブルの作成1
すでに作成したメロディ譜を元にアンサンブルの楽譜を作成しま
す。ページレイアウトについて学びます。

アンサンブルの作成2
すでに作成したメロディ譜を元にアンサンブルの楽譜を作成しま
す。

スコアの作成
スコアの作成方法について学びます。

スコアの作成
スコア譜を作成します

課題作成・提出
スコア譜を完成させ提出します。

学期末試験評価方法
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