
2 年 次 生



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
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第6回
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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Ⅲ 加藤　明子

一年時に学んだアンサンブル技法ⅠⅡの基礎を元に、様々な時代・様々な編成のアンサンブル
作品にチャレンジしていきます。春学期はオリジナル作品を中心にアンサンブル能力アップを図
ります。

到達目標
ピアノは本来一人で音楽創りをする事が基本であるが、アンサンブルを経験することによって (音
色、音量、ダイナミクス、アゴ―ギクの変化など) 他者と共に音楽創りをする事を経験し、柔軟で
幅広い表現力、より高い音楽的技量を身につける事を目標とします。

授業計画
テーマ 授業内容

アンサンブルの歴史
アンサンブル作品がどのようにして生まれたのか、どのような軌
跡を辿って現在に至ったのかを学びます。

連弾演奏の基礎知識
特に連弾で起きる問題点にフォーカスしながら、アンサンブルに
おける基本的な注意点を学んでいきます。

アンサンブル演奏法・連弾①
連弾の「オリジナル作品」を実際に演奏しながらアンサンブル作
品の曲創りを学びます。

アンサンブル演奏法・連弾②
まずは作曲家の生涯を把握し、楽曲分析をした後、サウンド
チェックをしながら進めていきます。

アンサンブル演奏法・連弾③
演奏家だけでなく聴き手としての「耳」を育て、他の人の演奏に意
見をもてるようになる。みんなで意見交換をしながら音楽創りをし
ていきます。

1クォーターまとめ
試験に向けてリハーサルをしながら最終確認をしていきます。

試験
コンサート形式で各曲の解説もスピーチしながら進行していきま
す。

クォーター末試験評価方法

演奏(100点満点)・演奏時の曲目解説・コメント(100点満点)の平均点に出席点を加減します。

テーマ 授業内容

連弾・「編曲作品」にチャレンジ
オリジナル作品との違い、そして原曲を理解した上で、どのように
ピアノでの演奏へつなげていくかを学びます。

連弾・編曲作品の演奏法①
作曲家の生涯を把握し、楽曲分析、又原曲との比較をしながら曲
をしっかり理解していきます。

連弾・編曲作品の演奏法②
録音を取りサウンドチェックをしたり、クラス内でお互いの演奏を
聴き合い、意見交換しながら音楽創りをしていきます。

演奏(100点満点)・演奏時の曲目解説・コメント(100点満点)の平均点に出席点を加減します。

2台ピアノ・オリジナル作品
今度は編成を変え、2台ピアノ・オリジナル作品に挑戦します。

連弾と2台ピアノとの相違
基本要素(作曲家生涯・楽曲分析)を把握し、連弾と2台ピアノの演
奏法の違いについて学びます。

2台ピアノ作品の演奏法
録音を取りサウンドチェックをしたり、クラス内でお互いの演奏を
聴き合い、意見交換しながら音楽創りをしていきます。

2クォーターまとめ
試験に向けてリハーサルをしながら最終確認をしていきます。

試験
コンサート形式で各曲の解説もスピーチしながら進行していきま
す。

学期末試験評価方法
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秋
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下記各100点満点の平均点に出席点を加減します。
・演奏技法=課題曲より任意の曲を演奏
・レポート=曲目解説・作品分析

2台8手作品の演奏法②
録音を取りサウンドチェックをしたり、クラス内でお互いの演奏を
聴き合い、意見交換しながら音楽創りをしていきます。

2台8手作品の演奏法③まとめ
自分達の演奏の録音を客観的に聴き、細かいニュアンス・様々な
コントロールなどをチェックしながら追求していきます。

1台8手作品の演奏法
狭いキャパシティーの中でどのように様々なコントロールをし8手
のバランスを作っていくのか、実際に体感、演奏していきます。

年度末・総括
この一年間学んできた様々な編成のアンサンブル作品ついて、
各々の注意点を確認していきます。

試験
コンサート形式で進行していきます。

学期末試験評価方法

アンサンブルの発展 Ⅱ
ここからは2台8手・1台8手など今まで経験していない様々な編成
の作品にチャレンジしていきます。

新しい編成へ
新しい編成の作品についても、原曲把握、スコアリーディング、楽
曲分析を経て作品への理解を深めていきます。

2台8手作品の演奏法①
引き続き楽曲分析やスコアリーディングを並行しながら音楽創り
をしていきます。

試験
コンサート形式で演奏をしていく。また、スコアリーディングのテス
トを実施します。

クォーター末試験評価方法

下記各100点満点の平均点に出席点を加減します。
・演奏技法=課題曲より任意の曲を演奏
・レポート=曲目解説・作品分析

テーマ 授業内容

2台ピアノ(オケ編)演奏法②
パートナーといかにアーティキュレーションを合わせ、ダイナミクス
を創っていくかを学んでいきます。

2台ピアノ(オケ編)演奏法③
録音を取りサウンドチェックをしたり、クラス内でお互いの演奏を
聴き合い、意見交換しながら音楽創りをしていきます。

3クォーターまとめ
試験に向けてリハーサルをしながら最終確認をしていきます。

アンサンブルの発展 Ⅰ
オーケストラ作品の2台ピアノ用に編曲された作品に取り組んでいきます。また、3月
のインフィニティーコンサート出演を視野に入れながら進めていきます。

スコアリーディング
オーケストラ用スコアを見ながら各楽器がどのようにピアノパート
へ転換されているかを学んでいきます。

2台ピアノ(オケ編)演奏法①
オーケストラ作品を2台ピアノで再現する、ダイナミックなサウンド
を体感し追求していきます。

アンサンブル技法応用編としてより広い視野と、より多くのアンテナを持ち、より深く音楽を捉えら
れるように、個々のアンサンブル能力の向上を図っていきます。また、3月のアンサンブルコン
サート 『infinity』 の出演に向けて、ステージでの演奏もイメージしながら進めていきます。

到達目標
各作品 (オリジナル作品・編曲作品) 、各編成 (1台4手・2台4手・2台8手・1台8手) 、どのような作
品にも対応できる能力を身につけていきます。最終的にはステージ上で、いかに豊かなパフォー
マンスが出来るか！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Ⅳ 加藤　明子



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

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%(試験時
の講評記入内容及び普段の受講態度、意欲、協調性等を含みます)、試験50%(チラシの完成度、
プログラムノートの充実度、舞台進行の良し悪し等、演習の完成度等複数項目を採点し、50点に
換算)の割合で評価します。

チラシ及びプログラムノートの作成 Vol.3
チラシを作成します。見易く、対象に相応しい雰囲気になるよう、
アイデアを練ります。

チラシ及びプログラムノートの作成 Vol.4
チラシを完成させます。必要な文言が入っているか、誤字・脱字
の確認を行ないます。プログラムノートにも着手します。

チラシ及びプログラムノートの作成 Vol.5
プログラムノートを完成させます。必要事項が過不足なく盛り込ま
れているか、誤字・脱字等の最終確認を行ないます。

リハーサル
本番と同じように全体を通します。演奏面・進行具合・MC内容・ス
テージマナー等様々な角度から確認、問題点を整理します。

2クォーター末試験(ミニコンサート)
ミニコンサートの実施及び講評記入。前回試験の反省が活かされ
ているか、授業の総括に相応しい内容かチェックします。

学期末試験評価方法

演奏会を企画しよう/スケジュール検討
具体的な聴衆をイメージして演奏会を企画します。1クォーター末
試験の反省に基づきスケジュールを検討します。

演奏会のプログラムを考えよう Vol.3
幾つかの班に分かれ、初回で決めた具体的な対象をイメージした
プログラムを考えます。

演奏会のプログラムを考えよう Vol.4
プログラムを完成させます。選曲に負担はないか、全体の時間に
過不足ないか等、最終確認を行ないます。

1クォーター末試験(ミニコンサート)
30～40分程度の演奏会を実施。他班に対しての講評も記入、客
観的に見る事で自身の反省へとつなげます。

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%(試験時
の講評記入内容及び普段の受講態度、意欲、協調性等を含みます)、試験50%(チラシの完成度、
プログラムノートの充実度、舞台進行の良し悪し等、演習の完成度等複数項目を採点し50点に
換算)の割合で評価します。

テーマ 授業内容

チラシ及びプログラムノートの作成 Vol.1
チラシのデザインや盛り込む内容を検討します。字体や文字の大
きさも考える必要があります。

チラシ及びプログラムノートの作成 Vol.2
演奏する曲について調べ、簡潔で分かり易い曲目解説を作成し
ます。レイアウトを検討、誤字・脱字確認も行ないます。

リハーサル
本番と同じように全体を通します。演奏面・進行具合・MC内容・ス
テージマナー等様々な角度から確認、問題点を整理します。

試験(コンサート)に向けて
6回の授業の中でどのように準備を進めていくかを解説します。曲
目・チラシ・プログラムノートの提出期限も告知する予定です。

演奏会のプログラムを考えよう Vol.1
幾つの班に分かれてテーマを決め、それに沿ったプログラムを考
えます。担当者や演奏時間の計測等も行ないます。

演奏会のプログラムを考えよう Vol.2
幾つか班に分かれてテーマを決め、それに沿ったプログラムを考
え、完成させます。

自分達でコンサートを企画運営することの難しさ、楽しさを体験。1年秋学期の「ステージング演
習」で学んだ事を応用し、具体的な聴衆をイメージしたコンサートを企画します。チラシやプログラ
ムノートを作成することにより「演奏」することへの更なる自覚、責任を持ちましょう。

到達目標
決められた時間(30～40分程度。受講人数によって若干変動します)の中で、良質で楽しめる内容
のコンサートを披露する事が目標です。そのためには念入りな準備が欠かせません。グループの
メンバー全員の長所が活きるようアイデアを出し合い、一体感のあるコンサートを目指して下さ
い。

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

コンサート企画研究 大導寺錬太郎



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
科目名 担当講師

ピアノ作品分析Ⅲ 西上和子

科目概要
ピアノ作品の分析、歴史的背景、楽曲分析などのアナリーゼを実施し学習する。和声の知識を深
める。またクォータ事にオリジナル作品を制作し、発表する。様々なスタイルの楽曲を例に学び、
レパートリーの充実をはかる。

到達目標
和声の課題実施を通して正しく理解する。バロック、古典派、ロマン派などのピアノ作品をアナ
リーゼし、どのように演奏表現に反映させていけるか、を自身の力で考えていけるように学習す
る。

授業計画
テーマ 授業内容

和声課題実施
四声体の和声課題の実施。第一章、予備知識、第二章基本位置
３和音の配置について学ぶ。

和声課題実施
四声体の和声課題の実施。第二章、基本位置３和音の配置の続
き。第三章、基本位置３和音の連結＜共通音のある和声連結＞

楽曲分析：インベンション
対位法的楽曲について。Bach インベンションのアナリーゼをしよ
う。

楽曲分析：平均律
対位法的楽曲について。Bach 平均律プレリュードとフーガのアナ
リーゼをしよう。

楽曲制作
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。

楽曲制作
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。

1クォーター試験実施
1クォーター試験実施。オリジナルピアノ作品楽譜提出。

クォーター末試験評価方法

筆記試験（40％）、楽譜提出（３０％）、出席（２０％）、平常点（１０％）

テーマ 授業内容

和声課題実施
四声体の和声課題の実施。第三章、基本位置３和音の連結の続
き。＜共通音のない和声連結＞

和声課題実施
四声体の和声課題の実施。第三章、基本位置３和音の連結の続
き。＜Ⅱ→Ⅴの連結について＞

和声課題実施。楽曲分析
四声体の和声課題の実施。第三章、の続き。＜Ⅴ→Ⅵの連結に
ついて＞自身のピアノ実技試験で演奏する曲をアナリーゼする。

和声課題実施。楽曲分析
四声体の和声課題の実施。第四章、和音設定の原理。自身のピ
アノ実技試験で演奏する曲をアナリーゼする。

2クォーター試験実施
2クォータ―試験実施。オリジナルピアノ作品楽譜提出。和声課題
の試験。

学期末試験評価方法

筆記試験（40％）、楽譜提出（３０％）、出席（２０％）、平常点（１０％）

和声課題実施。楽曲分析
四声体の和声課題の実施。第五章、８小節課題の実施。自身の
ピアノ実技試験で演奏する曲をアナリーゼする。

和声課題実施。楽曲制作
四声体の和声課題の実施。第六章、各種の調、課題実施。オリジ
ナルピアノ曲を作ろう。

和声課題実施。楽曲制作
四声体の和声課題の実施。第六章、各種の調、課題実施。オリジ
ナルピアノ曲制作仕上げに向けて。



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

ピアノ学科
科目名 担当講師

ピアノ作品分析Ⅳ 西上和子

科目概要
ピアノ作品の分析、歴史的背景、楽曲分析などのアナリーゼを実施し学習する。和声の知識を深
める。またクォーターごとにオリジナル作品を制作し、発表する。様々なスタイルの楽曲を例に学
び、レパートリーの充実をはかる。

到達目標
和声の課題を積み重ねることによって、盤石な和声感覚を身につけ、演奏表現に反映させてい
く。二年間の集大成となる楽曲を制作する。

授業計画
テーマ 授業内容

和声課題実施
四声体の和声課題実施。第六章、三和音の第一転回位置につい
て

和声課題実施
四声体の和声課題実施。第六章、三和音の第一転回位置の続
き。８小節課題

和声課題実施。楽曲分析
四声体の和声課題実施。第七章、３和音の第二転回位置。自身
の試験曲：アナリーゼ

和声課題実施。楽曲分析
四声体の和声課題実施。第八章、Ⅴ７の和音について。自身の
試験曲：アナリーゼ

和声課題実施。楽曲制作
四声体の和声課題実施。第八章、Ⅴ７の和音について。オリジナ
ル作品の制作をはじめる。

和声課題実施。楽曲制作
四声体の和声課題実施。第八章、Ⅴ７のつづき。オリジナル作品
の制作を進めて仕上げに向ける。

3クォーター試験実施
3クォータ―試験実施。オリジナルピアノ作品楽譜提出。和声課題
の試験。

クォーター末試験評価方法

筆記試験（40％）、楽譜提出（３０％）、出席（２０％）、平常点（１０％）

テーマ 授業内容

和声課題実施。
四声体の和声課題実施。第九章、Ⅴ９の和音について

和声課題実施。楽曲分析
四声体の和声課題実施。第十章、D諸和音の総括について。自
身のレッスン曲や発表曲などのアナリーゼ

和声課題実施。楽曲分析
四声体の和声課題実施。カデンツの総括について。自身のレッス
ン曲や発表曲のアナリーゼ

和声課題実施。楽曲分析
四声体の和声課題実施。補充課題。自身のレッスン曲や発表曲
などのアナリーゼ

4クォーター試験実施
4クォーター試験実施。オリジナルピアノ作品、楽譜提出。和声課
題の試験

学期末試験評価方法

筆記試験（40％）、楽譜提出（３０％）、出席（２０％）、平常点（１０％）

和声課題実施。楽曲制作
四声体の和声課題実施。S諸和音について。自身の試験曲や発
表曲のアナリーゼ

和声課題実施。楽曲制作
四声体の和声課題実施。借用和音について。オリジナル作品の
制作をはじめ、進める。

和声課題実施。楽曲制作
四声体の和声課題実施。ソプラノ課題について。オリジナル作品
の制作をまとめ仕上げに向けて。



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

小テスト

B即興（長調②）

さまざまな課題の実践
音だし／書く

小テスト

ピアノ学科

全体の構成を考えよう②
音だし／書く

A即興（変奏①・長調）
全体の構成を考えよう①
音だし／書く

実技試験・レポート
今までのまとめ

A即興（変奏①・短調）
全体の構成を考えよう③
音だし／書く

到達目標
初見力、A/B即興力のレベルアップを、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。和音進行、メロディーの作り方を、長調・短調どちらの課題でも対応できるよ
うに、自分なりのパターンを作って行きます。

授業計画

クオーターのまとめ
実技試験・レポート

ヤマハグレードとは

B即興（短調①）
和音進行
音だし／書く

B即興（短調②）
メロディーの作り方
音だし／書く

B即興（長調①）
和音進行
音だし／書く

◆試験項目　実技・レポート（４０％）　◆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
実技試験・レポート
春学期のまとめ

A即興（変奏②・短調）
全体の構成を考えよう④
音だし／書く

実技試験・レポート
今までのまとめ

クォーター末試験評価方法

◆試験項目　実技・レポート（４０％）　◆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

学期末試験評価方法

B即興（短調③）
さまざまな課題の実践
音だし／書く

メロディーの作り方
音だし／書く

B即興（長調③）

クオーター末試験

５級と４級の差

テーマ 授業内容

A即興（変奏②・長調）

科目名

外部演奏グレード取得講座Ⅲ

担当講師

土屋淑子

科目概要
１年で学んだヤマハ音楽能力検定５級の基礎をもとに、さらに４級をめざし、ピアノ奏者としての
総合的な音楽力を身につけます。



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

ピアノ奏者・指導者主としての即戦力になる音楽力の向上を目指す授業です。ヤマハ音楽能力
検定（グレード）４級取得をめざしながら、さらに初見力や自分なりのA・B即興パターンの確率を
し、音楽力を高めていきます。

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Ⅳ 土屋淑子

課題をくり返しくり返しトレーニングしていく中で、確実な力をつけていきます。また、演奏グレー
ド課題曲の豊かな表現力をつけるコツや、弾き歌い・移調奏にも挑戦します。

授業計画
テーマ 授業内容

A即興（長調）
全体の構成を考えよう／自分のパターンを確率しよう
音だし／書く

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

B即興（長調）
全体の構成を考えよう／自分のパターンを確率しよう

B即興（短調）
全体の構成を考えよう／自分のパターンを確率しよう

クォーター末試験評価方法

◆試験項目　実技・レポート（４０％）　◆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。』

初見
グレード初見のコツとは　　様々な曲のパターンを知ろう
音だし

クオーター末試験
実技試験・レポート
３クオーターのまとめ

A即興（短調）
全体の構成を考えよう／自分のパターンを確率しよう
音だし／書く

演奏グレード課題曲とは
豊かな表現力をつけるためには
課題曲の音だし

A・B即興（長調）
全体の構成を考えよう／自分のパターンを確率しよう
音だし／書く

４クオーターのまとめ／確認　音だし

A・B即興（短調）
全体の構成を考えよう／自分のパターンを確率しよう
音だし／書く

◆試験項目　実技・レポート（４０％）　◆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

弾き歌い
両手伴奏で歌ってみよう
音だし／書く

移調奏
移調奏のコツとは　様々なパターンの曲でトライしてみよう
音だし

まとめ

学期末試験評価方法

実技試験・レポート
秋学期のまとめ秋学期末試験



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

外部指導講師グレード取得講座Ⅰ

担当講師

清水真奈美

科目概要
ピアノ講師、音楽講師になるための資格を取得するだけでなく、音楽力向上を目標とします。指
導グレードの実技について学びます。

到達目標
実習を重ねてひきうたい、移調奏、メロディ視唱、伴奏づけのコツをつかみましょう。初めて取り組
む課題にも落ち着いて取り組める対応力を身につけましょう。

授業計画

実技試験(ひきうたい、移調奏)
5級グレード程度の課題を出題します。実際のグレード受験を想
定して取り組んでください。

オリエンテーション
グレード試験の内容を解説します。各項目をしっかりと把握し、そ
れぞれに必要な音楽的要素を確認してください。

テーマ 授業内容

ひきうたい　①　基本テクニック
ひきうたいの基本について学びます。「弾きながら歌う」ことに慣
れるようにしましょう。

ひきうたい　②　歌とピアノ
ピアノの伴奏と歌い方、それぞれが正確に、またバランスよく演奏
できるよう実習しましょう。

移調奏　①　基本テクニック
スムーズに移調して弾くためのポイントを考察します。左右の
パートをそれぞれ確実に移調できるコツをつかんでください。

移調奏　②　実習
単に音を移すだけではなく、全体の響きやメロディの動きを掴ん
で弾くことに慣れましょう。

ひきうたいと移調奏　表現について
正確さだけでなく、音楽的な表現についても留意して課題に取り
組めるよう実習を重ねます。

伴奏づけの基本について学びます。キーボードハーモニー、和声、初見な
どさまざまなスキルをもって取り組むことが前提となります。

クォーター末試験評価方法

クォーター末の実技試験を中心に評価します。
授業内での実習(演奏、初見、ソルフェージュ全般)についても評価の対象とします。
（試験＋小テスト60％、出席＋平常点40％）

テーマ 授業内容

メロディー視唱　①　基本テクニック
メロディ視唱の基本について学びます。初見力、ソルフェージュ力の向上
を目指しましょう。

学期末試験評価方法

クォーター末の実技試験を中心に評価します。
授業内での実習(演奏、初見、ソルフェージュ全般)についても評価の対象とします。
（試験＋小テスト60％、出席＋平常点40％）

実技試験(メロディ視唱、伴奏づけ)
5級グレード程度の課題を出題します。実際のグレード受験を想定して取
り組んでください。

ピアノ学科

伴奏付け　②　コードと音の配置
正しいコードの判断とともに音の配置もスムーズに考えられるよう実習を
重ねましょう。

伴奏付け　③　既成曲実習
既知曲を課題として実習します。グレード学習で得られるスキルが指導や
演奏など実際の現場で活用できることを確認してください。

今学期のまとめ
ひきうたい、移調奏、メロディ視唱、伴奏づけの復習をします。正確さだけ
でなく音楽的な表現を常に意識してください。

メロディー視唱　②　音程とリズム
音程とリズムを正しくとって歌うことに慣れましょう。明確な発音、発声がで
きるよう、歌の基本も把握してください。

メロディー視唱　③　小テスト
これまでの学習内容を出題範囲としたメロディ視唱の小テストを実施しま
す。学習の成果を確認しましょう。

伴奏付け　①　基本テクニック



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

クォーター末の実技試験を中心に評価します。
授業内での実習(演奏、初見、ソルフェージュ全般)についても評価の対象とします。
（試験＋小テスト60％、出席＋平常点40％）

コード進行法　小テスト
第1～3回の学習内容の定着を確認する小テストを実施します。
学習の成果を確認しましょう。

復習　①　伴奏づけ　
伴奏づけの総復習をします。これまで習得した知識を活用して取
り組みましょう。

復習　②　ひきうたい
伴奏づけの総復習をします。音楽的な表現も視野に入れて実習
しましょう。

グレード受験にあたって
グレード受験の実際、受験前の準備や練習の方法について伝達
します。受験に向けての今後の目標を立てましょう。

実技試験(ひきうたい、移調奏)
5級グレード程度の課題を出題します。実際のグレード受験を想
定し、1年間の総仕上げとして取り組んでください。

学期末試験評価方法

コード進行法　①基本的な進行
伴奏づけの基礎となるコード進行について学習します。ダイアト
ニックコードの進行のパターンを把握しましょう。

コード進行法　②転調について
転調をふくむメロディのコード進行について学習します。伴奏づけ
の実習にもしっかりと取り組み定着を確認しましょう。

コード進行法　③ポピュラー的進行
ポピュラー曲にみられるコード進行について伝達します。ノンダイ
アトニックコードにも柔軟に対応しましょう。

筆記試験　(楽典) 
本クォーターで学習した範囲を出題します。

クォーター末試験評価方法

クォーター末の実技試験を中心に評価します。
授業内での実習(演奏、初見、ソルフェージュ全般)についても評価の対象とします。
（試験＋小テスト60％、出席＋平常点40％）

テーマ 授業内容

メロディ視唱　①　臨時記号
臨時記号のついたメロディの視唱を実習します。コード感や調性
についても意識を向けて正しく読譜できるようにしましょう。

メロディ視唱　②　フレーズ感
読譜の段階で全体の構成を読みとり、どのようなフレーズ感で歌
うかを判断できるようにしましょう。

メロディ視唱　③　まとめ
さまざまな調、曲想のメロディの読譜をとおしてメロディ視唱の総
まとめをします。

楽典　①　調号と近親調
3回にわたって楽典の基礎を確認します。即興や初見などの課題
をスムーズに取り組むために各項目を確実に習得しましょう。

楽典　②　音程、コードネーム
移調奏や伴奏づけにおいて不可欠な要素となるコード、音程の知識を確
認します。コードについては基本形、転回形を正しく把握しましょう。

楽典　③　小テスト
第1,2回の学習内容の定着を確認する小テストを実施します。
学習の成果を確認しましょう。

調号、近親調、音程、コードネームなど楽典の基礎を確認・学習し、演奏力、対応力の向上を目
指します。正確さだけでなく音楽的な表現にも着目し、自身の音楽性にも磨きをかけてください。

到達目標
楽典、コードの基本を習得し、ひきうたい、移調奏、メロディ視唱、伴奏づけの各課題にさらに円
滑に取り組める力を身につけましょう。

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

外部指導講師グレード取得講座Ⅱ 清水真奈美



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

下記各100点満点の平均点に出席点を加減します。
・演奏技法=課題曲より任意の曲を演奏
・レポート=曲目解説・作品分析

標題音楽　シューマン①
シューマンの生涯を把握し、「子供の情景」を通して2回に分け楽
曲分析・演奏法を学んでいきます。

標題音楽　シューマン②　「子供の情
景」(後半)

楽曲分析・演奏法を引き続き学ぶ。

新古典主義　ブラームス①
ブラームスの生涯を把握し、彼の作風を学んでいきます。又、こ
れまで取り上げた同時代の5人の作曲家を比較し各作曲家の特
徴を生かした演奏についても学びます。

本番で最高のパフォーマンスを目指す
「心・技・体」

本番に向けてどのように練習を重ね、工夫していくべきか。本番
当日どのようにメンタルコントロールをするべきか。最大限に自分
の実力を発揮するための「自分流」を発見していきます。

試　験
上記作品より一曲演奏する。
分析、解説したレポートも提出する。

学期末試験評価方法

ヴィルトゥオーゾ・リスト
リストの生涯を把握し、ヴィルトゥオーゾ作品の演奏法、またリスト
の音楽界への功績やオーケストラ作品についても学んでいきま
す。

性格的小品　メンデルスゾーン①
メンデルスゾーンの生涯を把握し、その生きざまがどのように作
品に影響をしているかを学びます。

性格的小品　メンデルスゾーン②
メンデルスゾーンの「無言歌」についての楽曲分析・演奏法を学ん
でいきます。

試　験
授業内で学んだ曲より任意の曲を選択し演奏をする。又、授業の
内容についてのレポートを提出する。

クォーター末試験評価方法

下記各100点満点の平均点に出席点を加減します。
・演奏技法=課題曲より任意の曲を演奏
・レポート=曲目解説・作品分析

テーマ 授業内容

ロマンチシズム　ショパン②
ショパンの作品を分析・演奏を通して学んでいきます。課題曲・24
のプレリュードop.28より。

ロマンチシズム　ショパン③
ショパンの舞曲、ワルツ・ポロネーズについて楽曲分析し、舞踏の
特徴を理解した上で演奏法を学んでいきます。

ロマンチシズム　ショパン④
ショパンの舞曲・マズルカについて楽曲分析をし、舞踏の特徴を
理解した上で演奏法を学んでいきます。

バロック、古典からロマン派へ
一年時に学んだバロック・古典時代の復習・確認をした上でどの
ようにロマン派へと継がれていくかを学びます。

ピアノの歴史
ピアノという「楽器」について、起源からどのように発展、進化し現
代のピアノに至ったのかを学びます。

ロマンチシズム　ショパン①
ショパンの生涯を把握し、その生きざまがどのように作品に影響
しているのかを学びます。

ロマン派ピアノ作品を中心に、その様式感や演奏法を学びます。個々の作曲家の生きざまやエピ
ソード、時代背景を知ることにより、ロマン派作品の理解を深め、作品における学生それぞれの
豊かな表現力を育てていきます。また楽譜から様々な事を読みとり演奏に繋げていく。演奏を通
じて、ぺダリング・レガ―ト奏法などピアノ演奏技法も研究していきます。
到達目標
授業内で学んだ事を元に、譜読み [読譜力] から本番までのプロセスを自身でしっかり考えられ、
そして本番で多彩で豊かな音楽を表現でき、伝えられるピアニストになる事が目標です。

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

クラシック演奏法研究　Ⅲ 加藤　明子



学期

秋

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

出席と授業内容の理解度により評価します。試験５０％、出席３０％、平常点２０％

試験
授業で指定した試験用課題曲を演奏。授業内容についての口頭
試問。作曲家の様式や思想を理解しているかを評価します。

ピアノ学科

現代音楽のメインストリームと特殊奏法
新ウィーン楽派～クセナキス、メシアン、シュトックハウゼン、リゲ
ティなどの語法と歴史を学習します。

アメリカの現代音楽と南米の作曲家
ミニマル音楽、即興音楽、ジョン・ケージとプリペアード・ピアノ、ヴィラ・ロ
ボス、ヒナステラ、アストル・ピアソラ等の音楽を学習します。

同時代の作曲家
西村朗、野村誠、武満徹、伊左治直、ジョン・ウィリアムズ、エンニ
オ・モリコーネ等同時代の作曲家の作品を学習します。

プロコフィエフ・ロシア
ロシア５人組、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィッチ、カバレフ
スキー等の作品を紹介します。

ラフマニノフ
ラフマニノフのピアノ楽曲の奏法や管弦楽曲の紹介をおこないま
す。同時代の他の作品と比較しながら、特長を学びます。

スクリャービン

北欧～グリーグを中心に
グリーグ、カスキ、シベリウス等の作品を紹介し、北欧の音楽の
雰囲気を理解することを目標とします。

スペインの作曲家
アルベニス、グラナドス、ファリャ、モンポウの作品を学習します。
スペインのギター音楽等との関連性の理解も目標とします。

スクリャービンのピアノソナタを中心としたピアノ曲や管弦楽曲を
学習します。スクリャービンの様式、和声、旋法等を理解します。

クォーター末試験評価方法

出席と授業内容の理解度により評価します。試験５０％、出席３０％、平常点２０％

テーマ 授業内容

バルトーク・東欧
バルトーク、シマノフスキー、チェコの作曲家をとりあげます。バル
トークの作曲法や思想を理解することを目標とします。

レパートリーの拡充と音楽的視野を拡大する観点から、ピアニストに必要な近代以降のピアノ作
品を紹介します。演奏する際の特有な奏法とピアノ曲以外の作品をとりあげ総合的な知識を獲得
します。現代音楽の授業では時代背景や思想、音楽観なども解説します。

到達目標
授業でとりあつかった内容を参考に、オリジナリティのあるプログラミングができるようになること
が目標です。様々な様式の音楽を総合的に理解することにより、自分で音楽を分析する力も身に
つけます。

授業計画

試験
授業で指定した試験用課題曲を演奏。授業内容についての口頭
試問。作曲家の様式や思想を理解しているかを評価します。

ドビュッシー
主要なピアノ楽曲の奏法や管弦楽曲を紹介します。絵画や詩との関
連性も解説します。印象派と旋法についての理解を目標とします。

テーマ 授業内容

ラヴェル
主要なピアノ楽曲の奏法や管弦楽曲を解説します。全作品の特
徴を把握することを目標とします。

フランスの作曲家とサティ
ミヨー、プーランク、シャブリエ、セヴェラック、デュティーユ、サティ
の作品と時代背景を理解します。

フランス～バロック、古典への回帰
サン・サーンス、フォーレ、フランクの楽曲の様式を学習します。同時代の
作品と比較することにより、古典様式への理解を深めます。

科目名

クラシック演奏法研究Ⅳ

担当講師

岡野　勇仁

科目概要



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

ジャズ・ポピュラー演奏法研究　Ⅲ

担当講師

秋谷　えりこ

科目概要

ジャズ曲を通してジャズに必要な基本ヴォイシングの方法論を演習形式でマスターしていきます。1クォー
ターではオープン・ヴォイシングとクローズ・オープンの混合を学習していきます。

到達目標

・ジャズの基本の形式が理解できたか。
・2種のヴォイシングの実践はできたか。
・スタンダードのレパートリーを増やし、リードシートとソロピアノで弾けるように。

授業計画

実技テスト
アンサンブルでのコードとアドリブ。曲演奏：モーニング・ダンス、情熱大
陸、オーバー・ジョイド、ジョージー・ポージー

クローズ・ヴォイシング　1
トップ・ノート別ヴォイシング／トップノートを指定された時のヴォイシング
の仕方。　例題曲：モーニング・ダンス

テーマ 授業内容

クローズ・ヴォイシング　2
６つのテンションの裏技のうち難しい５度セブンにおけるテンションのコン
ビネーションをマスターする。例題曲：情熱大陸

クローズ・ヴォイシング　3
６つのテンションの裏技の全てを使った曲でエクササイズ。　例題曲：オー
バー・ジョイドなど。

クローズ・ヴォイシング　4
ダブルリードの使用方法／トリオやメロディー演奏をする時にダブルリー
ドで曲を演奏。　例題曲：ジョージー・ポージー

クローズ・ヴォイシング　5
６つのテンションの裏技のうちⅡーVにおけるコンビネーションをマスター
する。　例題曲：ユア・マイ・ヘブン

アドリブコーチング
アドリブ時の基本的スケールの使い分け。／ペンタトニック、ブルーノー
ト、メージャー＆マイナー・スケール、ドリアン

クローズとオープンの混合ヴォイシングⅡ／２つのヴォイシングの使い分
けをみる。例題曲：ぺリーズ・パラソル

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。テンションのクローズ・ヴォイシングは使いこなせているか。実技・提出50％
出席20％　平常30％〈テキスト〉１.コーチングに役立つ音楽理論 ２.改訂Jazz Standard／秋谷 えりこ著　シ
ンコー・ミュージック

テーマ 授業内容

初見コーチング
ジャズの譜読みに強くなる／ジャズらしい演奏表現の５つのポイント。例
題曲：フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン

学期末試験評価方法

ソロピアノの基本ヴォイシングと様々な基本ヴォイシング方法を使いこなせているかどうか。実技・提出50％
出席20％　平常30％〈テキスト〉１.コーチングに役立つ音楽理論 ２.改訂Jazz Standard／秋谷 えりこ著　シ
ンコー・ミュージック

実技テスト
ヴォイシング・テスト＆ジャズ曲の演奏　フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン、マ
イ・ロマンス、オータム・リーブス等

ピアノ学科

ヴォイシングの応用　2
借用コードを含むスタンダードで２つのヴォイシングを使い、ソロピアノを
弾く。例題曲：マイ・ロマンス

ヴォイシングの応用　3
オスティナートを使ったスタンダード曲のアレンジを演奏。
例題曲：アイ・リメンバー・エイプリル

ヴォイシングの応用　4
カプリングやヴォイシング・アレンジを使用したスタンダードの演奏。例題
曲：オータム・リーブス

オープン・ヴォイシング　1
オープン・ヴォイシングが実際の曲の中でどのように使われているか。例
題曲：リトル・スー

オープン・ヴォイシング　2
クローズとオープンの混合ヴォイシングⅠ／２つのヴォイシングの使い分
けをみる。例題曲：リトル・スー

ヴォイシングの応用　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

ダイアトニックのコード進行は理解できているか。様々なジャズのリズムや定番のコード進行は理解できて
いるか。実技・提出50％　出席20％　平常30％〈テキスト〉 １.コーチングに役立つ音楽理論 ２.改訂Jazz
Standard／秋谷 えりこ著　シンコー・ミュージック

クリシェ
クリシェの用法／2種のクリシェの使用方法とコード記譜方法を理解し演
奏。例題曲：マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ

ディミニッシュ
ディミニッシュの用法／2種のディミニッシュの用法を理解しスタンダードを
演奏。　例題曲：いつか王子様が

ジャズ・ワルツ
ジャズワルツの用法／リズムの特徴を掴み、カプリング・ヴォイシングを
使用し演奏。　例題曲：ワルツ・フォー・デビィ

コンサート・コーチング
コンサートで実力を出すために／本番で実力を出し切る、的確な暗譜な
どプロに必要な対策について学ぶ。

筆記・実技テスト
用法のテスト＆曲の演奏　マイ・フーリッシュ・ハート、テイク・ファイブ、い
つか王子様が　など

学期末試験評価方法

アレンジ・コーチング
アレンジの習得方法／ヴォイシング・アレンジとリハモナイズを混ぜてスタ
ンダードをアレンジするコツを学ぶ。

ペダル
ペダルの用法／2種のペダル使用方法を理解しスタンダードをアレンジし
演奏。　例題曲：マイ・フーリッシュ・ハート

変拍子の曲
変拍子の用法／変拍子とは何か？変拍子の曲のスタンダード・アレンジ
をし演奏。　例題曲：テイク・ファイブ

筆記・実技テスト
ノン・ダイアトニックのテスト＆曲演奏　テイク・ザ・Aトレイン、サテン・ドー
ル、オーバー・ザ・レインボウなど

クォーター末試験評価方法

長調・短調のダイアトニックのコード進行は理解できているか。ジャズらしいノン・ダイアトニックのコード進行
は理解できているか。実技・提出50％　出席20％　平常30％〈テキスト〉１.コーチングに役立つ音楽理論 ２.
改訂Jazz Standard／秋谷 えりこ著　シンコー・ミュージック

テーマ 授業内容

ブルージーサウンド
ブルーノートやブルージーな奏法を使ったスタンダード曲のアレンジを演
奏。　例題曲：ジョージア・オン・マイ・マインド

短調のスタンダード曲　1
オスティナート・ベース・ラインを使ったスタンダード曲のアレンジを演奏。
例題曲：チュニジアの夜

短調のスタンダード曲　2
スタンダード曲で、ペンタトニック・ブルーノート・リディアン♭７・オルタード
を使いアドリブをリード譜からトライ。

長調のスタンダード曲　1
セカンダリーとSub V7を使ったスタンダード曲のアレンジを演奏。 例題
曲：テイク・ザ・Aトレイン

長調のスタンダード曲　2
ノン・ダイアトニックⅡ-Ⅴを使ったスタンダード曲のアレンジを演奏。 例題
曲：サテン・ドール

長調のスタンダード曲　3
サブドミナント・マイナーを使ったスタンダード曲のアレンジを演奏。　例題
曲：オーバー・ザ・レインボウ

ジャズのスタンダード曲を通し、長調・短調のダイアトニックのマスター。又ジャズに不可欠なコード進行や
ジャズの様々なスタイルを演習形式で曲を通して身につけていきます。3クォーターでは長調のスタンダード
曲を取り上げ、ダイアトニックとノン・ダイアトニックのコード進行を学習します。4クォーターではジャズの様々
な語法を学習していきます。

到達目標

・ジャズの様々なリズムを理解する。
・借用コードと定番のコード進行の理解と応用。
・スタンダードのレパートリーを増やし、リードシートとソロピアノで弾けるように。

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

ジャズ・ポピュラー演奏法研究Ⅳ 秋谷　えりこ



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

ピアノ指導法研究 Ⅲ

担当講師

溝部洋子

科目概要
昨年度学習した事柄や知識を基に、さらに深く「ピアノ指導法」について追及していきます。実際
に教える立場に立った時に困らないために、良いテキストの選び方や良い生徒について、年齢別
の指導法のほか、細かいノウハウを学んでいきます。

到達目標
理想的なピアノテキストを選べるようになるための知識を身につけましょう。
教える時、生徒に学習させるべき項目を考え、良いレッスンを展開できる力をつけましょう。
学んだことを最大限に活かして、夏休みに実際に教えてみましょう。

授業計画

５～８歳児の教え方
前３回で学んだ、５～８歳児向けテキストの使い方と教え方につ
いて学びます。

初めに選ぶ教本
理想的なピアノテキストとは？について考えていきます。昨年の
授業を参考に皆でディスカッションしましょう。

テーマ 授業内容

３、４歳児向けのテキスト　その１
３、４歳児向けのテキストにはどんなものがあるの？
３、４歳児向けのテキストに必要なことは？について考えます。

３、４歳児向けのテキスト　その２
沢山販売されている３、４歳児向けテキストについて、詳しく見て
いきます。

３、４歳児の教え方
前３回で学んだ、３、４歳児向けテキストの使い方と教え方につい
て学びます。

５～８歳児向けのテキスト　その１
５～８歳児向けのテキストにはどんなものがあるの？
５～８歳児向けのテキストに必要なことは？について考えます。

５～８歳児向けのテキスト　その２
沢山販売されている５～８歳児向けテキストについて、詳しく見て
いきます。

夏休みに行うレッスンをシミュレーションしてみましょう。

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

大きい子供と大人の初心者
９歳以上の生徒と大人の初心者の指導について学びます。大き
い生徒や大人の初心者レッスンは、子供と何が違うの？

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に記録を元に、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。

大きい子供と大人の初心者向けテキスト
大きい生徒や大人の初心者向けのテキストについて学びます。

夏休みのレッスン①
夏休みに行うレッスンの予行演習を授業内で行います。レッスン
計画の立て方を学びます。

夏休みのレッスン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

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理想とする「教室」像についてプレゼンテーションしましょう。③自分がなりたい「講師」像に
ついてプレゼンテーションしましょう。④１年間で何を学んだか詳細にレポートしましょう。
①４０％　②③④で６０％

保護者や生徒の対人対策
人とのコミュニケーション能力が必須のピアノ教師です。生徒や保
護者対応、対策を考えましょう。

もし教室を開くとしたら？
私がもし教室を開くとしたら、どんな教室にする？どうやって教室
を開いたらいい？を考えます。

もしピアノ講師になったら？
私がもしピアノ講師、ピアノ教師になったらどういう先生になりたい？
何をしたい？を考えましょう。

私が理想とする「教室＆講師」像
自分が理想とする教室とその講師像についてプレゼンテーション
しましょう。

１年間のまとめ
１年間学んできたことを振り返り、その詳細についてレポートしま
しょう。

学期末試験評価方法

ピアノ教室の開き方
どうやって教室を開くの？生徒募集はどうするの？お月謝の設定
は？etcを学びます。

教室理念とルール作り
大切な「教室理念」と教室の「ルール作り」について詳しく学びま
す。

教室経営法
どうやったらスムーズに教室が運営できるか、そのノウハウにつ
いて考えていきましょう。

四期の指導⑥ポップス・ジャズ
プレゼンテーション：もし私がポップス・ジャズを教えるとしたら？
これがクオーター末の課題です。

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。②四期の中から１つ選び演奏します。③四期の中から１つ選び、クラスメートを教えます。④
ポップス・ジャズも演奏又は指導します。
①４０％　②③④で６０％

テーマ 授業内容

四期の指導③ロマン
初級ピアノテキストの中から、ロマン派の曲につながるページや
曲を探し、分析していきましょう。

四期の指導④近・現代
初級ピアノテキストの中から、近・現代の曲につながるページや
曲を探し、分析してみましょう。

四期の指導⑤ポップス・ジャズ
アメリカのピアノメソードがポップス・ジャズにもつながる理由を考
え、テキストを見ていきましょう。

四期の指導の重要性
なぜ四期を教える必要があるかを考える授業です。「四期」を指
導する必要性って何？

四期の指導①バロック
初級ピアノテキストの中から、バロックにつながるページや曲を探
し、分析しましょう。

四期の指導②古典
初級ピアノテキストの中から、古典のソナチネにつながるページ
や曲を探し、分析しましょう。

今まで学んだ知識を基に、中級レベルへつなげるためのテキストの選び方、様々なレパートリー
とその演奏の指導の仕方を学びます。教室の開き方や生徒の保護者対策、発表会の開き方、ピ
アノ教師となった時、困らないための事柄を学んでしめくくります。

到達目標
「四期」の指導がなぜ必要なの？ポップス・ジャズにまでつなげるために、どういうテキストを使う
必要があるの？ピアノの講師になった時に困らないためにはどうすればいいの？などの知識を
ゲットしましょう。

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

ピアノ指導法研究 Ⅳ 溝部洋子



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

実技・提出５０％　出席３０％　平常２０％
毎回の個々のチェックと、試験結果から評価します。学習意欲と出欠、遅刻も考慮します。五線紙と筆記用
具は持参のこと。

聴音・楽典
ニ声聴音、移調楽器の理解②

聴音・楽典
二声聴音、移調の実践

聴音・楽典
二声聴音、調判定の実践

復習と補完
楽典・聴音の総復習

総合的なQ末試験
春学期まとめの試験

学期末試験評価方法

聴音・楽典
ニ声聴音導入、長音階と短音階

聴音・楽典
ニ声聴音、教会旋法と様々な音階

聴音・楽典
ニ声聴音、移調楽器の理解①

総合的なQ末試験
単旋律聴音、楽典の試験

クォーター末試験評価方法

実技・提出５０％　出席３０％　平常２０％
毎回の個々のチェックと、試験結果から評価します。学習意欲と出欠、遅刻も考慮します。五線紙と筆記用
具は持参のこと。

テーマ 授業内容

聴音・楽典
単旋律聴音、近親調と転調の理解

聴音・楽典
単旋律聴音、三和音と七の和音

聴音・楽典
単旋律聴音、非和声音の理解

ガイダンス
授業の説明、小テスト、楽典の基礎

聴音・楽典
単旋律聴音、リズムと拍子

聴音・楽典
単旋律聴音、音程の理論と実践

音楽を演奏することに必要な「基礎能力」を養っていくのが「ソルフェージュ」です。
春学期は、主に楽典を中心とした基礎知識の習得と聴音力を養います。基礎トレーニングを積むことで、実
際の演奏に役立つ総合的な音楽能力の向上を目指します。

到達目標
(1)基礎的な音楽理論が理解できる。
(2)読譜、視唱、リズム打ち、及び様々な形態による聴音ができる。
(3)理解した知識や方法論を応用し、実際の音楽表現に活かすことができる。

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

専攻ソルフェージュⅠ 野崎　玲欧



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

専攻ソルフェージュⅡ 野崎　玲欧

音楽を演奏することに必要な「基礎能力」を養っていくのが「ソルフェージュ」です。
秋学期は、実際の楽曲を使用しながら、聴きとる、または歌う、リズムを叩くなど、試行錯誤しながら学んで
いきます。幅広い音楽に触れながら、音楽的な感性も伸ばしていきましょう。

到達目標
(1)基礎的な音楽理論が理解できる。
(2)読譜、視唱、リズム打ち、及び様々な形態による聴音ができる。
(3)理解した知識や方法論を応用し、実際の音楽表現に活かすことができる。

授業計画
テーマ 授業内容

聴音・リズム・視唱
聴音、ルネサンス期のリズム＆視唱

聴音・リズム・視唱
聴音、バロック期のリズム＆視唱①

聴音・リズム・視唱
聴音、バロック期のリズム＆視唱②

聴音・リズム・視唱
聴音、古典派のリズム＆視唱①

聴音・リズム・視唱
聴音、古典派のリズム＆視唱②

聴音・リズム・視唱
聴音、古典派のリズム＆視唱③

総合的なQ末試験
聴音、リズム、視唱の試験

クォーター末試験評価方法

実技・提出５０％　出席３０％　平常２０％
毎回の個々のチェックと、試験結果から評価します。学習意欲と出欠、遅刻も考慮します。五線紙と筆記用
具は持参のこと。

テーマ 授業内容

聴音・リズム・視唱
聴音、ロマン派のリズム＆視唱①

聴音・リズム・視唱
聴音、ロマン派のリズム＆視唱②

聴音・リズム・視唱
聴音、ロマン派のリズム＆視唱③

実技・提出５０％　出席３０％　平常２０％
毎回の個々のチェックと、試験結果から評価します。学習意欲と出欠、遅刻も考慮します。五線紙と筆記用
具は持参のこと。

聴音・リズム・視唱
聴音、近現代のリズム＆視唱①

聴音・リズム・視唱
聴音、近現代のリズム＆視唱②

聴音・リズム・視唱
聴音、近現代のリズム＆視唱③

復習と補完
総復習

総合的なQ末試験
聴音、リズム、視唱、

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

授業出席と準備・参加　７０％
試験：実技・解説・初見　３０％
欠席、遅刻は減点

試験
ドイツ語歌曲の分析と解説（口頭）とピアノパートの演奏発表。初
見(4声コラール）

ピアノ学科

フランス語歌曲
フランス語の歌曲を分析し、発音について学びます。フランス語
の歌詞を聴き取りリピートします

オペラの伴奏1
バロックと古典派オペラの伴奏について学びます。オールドイン
グリッシュとドイツ語発音の確認します

オペラも伴奏2
ロマン派のオペラの伴奏について学びます。ヴェルディのオペラ
の例でイタリア語発音について学びます。

合唱の伴奏1
コラール（4声）の伴奏と練習方法について学びます。コラールの
テキストの言語を見分けられるか確認します

合唱の伴奏2
ソリスト、合唱とオーケストラのための大曲の伴奏と練習方法とラ
テン語の発音について学びます

ドイツ語歌曲

コンチェルトの伴奏4
モーツァルト・クラリネット・コンチェルト前奏のカットの他、移調楽
譜の読み方を学びます

コンチェルトの伴奏5
モーツァルト・ホルン・コンチェルト3曲の前奏カットと多数の移調
楽器について学びます

ドイツ語リートレパートリーより複数の曲目を分析します。ドイツ語
の歌詞の発音を聴き取りリピートします

クォーター末試験評価方法

授業出席と準備・参加　７０％
試験・演奏実技　３０％
欠席、遅刻は減点

テーマ 授業内容

歌の伴奏とは
シューベルトの「ます」を例にして様々なヴォーカルスタイルの伴
奏と歌詞の理解と発音の重要性について学びます。

様々な伴奏スタイル、伴奏スキル、リハーサルテクニックなどを学び、他の楽器の特徴的なポイ
ント、楽譜の読み方、歌詞の理解と発音などを研究していきます。初見トレーニングも定期的に行
います。

到達目標
伴奏レパートリーを研究し、多面的な伴奏能力を身につけます。「伴奏」の理解、パートの練習と
合わせの準備を学びます。1Qは楽器の伴奏について、2Qは歌の伴奏について学びます。

授業計画

試験
指定されたピアノ・コンチェルト前奏の伴奏パートを演奏
初見　（ピアノ曲）

「伴奏」とは
授業内容の確認に続き、伴奏者に必要なスキルなどを学びま
す。初見トレーニングも始めます

テーマ 授業内容

コンチェルトの伴奏1
ハイドン・チェロ・コンチェルト前奏のカットを練習します。理想的な
カットのタイミングを考えます。

コンチェルトの伴奏2
モーツァルト・ヴァイオリン・コンチェルト前奏のカット、オケパート
の弾き方を学びます

コンチェルトの伴奏3
シュターミッツとホーフマイスター・ヴィオラ・コンチェルトの伴奏法
とハ音記号の読み方を学びます

科目名

ピアノ伴奏法　I

担当講師

多　紗於里

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

ピアノ伴奏法II 多　紗於里

秋学期のキーワードは「コラボレーション」で、弦楽器、木管楽器とヴォーカルのソリストと実際に
合わせながら、相手とのコミュニケーションスキル、リハーサルテクニック等を高めます。

到達目標
伴奏レパートリーの知識を深めて、ソリストと共に曲を作り上げていきます。
春学期に続けて初見トレーニングもグレードアップします

授業計画
テーマ 授業内容

歌曲の伴奏の準備
ドイツ語歌曲の合わせを準備し、パートを練習します。歌詞の発
音と内容理解を確認します。

ヴォーカル1
ヴォーカルのソリストと準備した歌曲を合わせてみます。アンサン
ブル、ブレスのタイミングなどに注目します

弦楽器伴奏の準備
ヴァイオリンとの伴奏を準備してパートの練習を行い、カットなど
を確認します。曲目の音源も聴いてみます

ヴァイオリン1
準備した曲目をヴァイオリン奏者と合わせてみます。弦楽器、弓と
奏法について学びます

木管楽器伴奏の準備
木管楽器の伴奏を準備してパートの練習を行い、カットなどを確
認します。曲目の音源も聴いてみます

木管1
準備した曲目を木管楽器奏者と合わせてみます。木管楽器の特
徴と奏法について学びます

試験
合唱の伴奏。中高年の歌の伴奏（日本語）
初見　（歌曲の伴奏パート）

クォーター末試験評価方法

授業出席と準備・参加　７０％
試験・演奏実技：３０％
欠席、遅刻は減点

テーマ 授業内容

歌曲の伴奏の準備
ドイツ語歌曲の合わせを準備・練習し、歌詞の発音と内容理解を
確認します。音源を聴いてみます

ヴォーカル2
ヴォーカリストと準備した曲目を合わせてみます。ブレスのタイミ
ングなどに注目します

ヴァイオリン・木管の準備
ヴァイオリンと木管の伴奏の準備を続けます。パートを練習し、理
想的なテンポで合わせをできるようにします

授業出席と準備・参加　７０％
試験：実技・初見　３０％
欠席、遅刻は減点

ヴァイオリン2
ヴァイオリンとの合わせを続けます。１回目の合わせで学んだス
キルの確認とボーイングに注目します

木管2
木管楽器との合わせを続けます。１回目の合わせで学んだスキ
ルの確認とブレスのタイミングなどに注目します

ヴァイオリン3
ヴァイオリンとの合わせを続け、ヴァイオリニストにとって理想的
なテンポで通せるか最終確認します

木管3
木管楽器と合わせを続け、木管楽器奏者にとって理想的なテンポ
で通せるか最終確認します

試験
秋学期中重ねて練習してきたヴァイオリン・木管の伴奏を演奏発
表します。初見（ピアノ曲）

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 オリジナル曲をスコア譜で提出
オリジナル曲をスコア譜に書いて提出

ピアノ学科

ダイアトニックコードのそれぞれが持つスケールを学びます。オリ
ジナル曲も少しずつ考えていきます。

出席、普段の課題への取り組み、分かりやすくスコア譜に書いてあるかを採点します。

前回のオリジナル曲をスコア譜に　①

ダイアトニックコードのスケール④

クォーター末試験評価方法

総合的なボイシングの練習をします。

ダイアトニックコードのそれぞれが持つスケールを学びます。オリ
ジナル曲も少しずつ考えていきます。

アプローチとボイシング　⑤

学期末試験評価方法

前回のオリジナル曲をスコア譜に　②

出席を重視します。普段の課題への取り組みをチェックします。オリジナル曲も内容の他に、マス
ターリズム譜の書き方も採点の対象とします。

ダイアトニックコードのスケール⑤

１年生で学んだスコア譜の書き方を思い出し、第１クオーターで
作ったオリジナル曲をスコア譜に書いていきます。

テーマ

ダイアトニックコードのスケール①

スコア譜制作

オリジナル曲をマスターリズム譜に書いていきます。

１音１音に対するボイシングの練習をします。エオリアン、ロクリア
ンスケールでのアプローチを考えます。

ダイアトニックコードのそれぞれが持つスケールを学びます。オリ
ジナル曲も少しずつ考えていきます。

アプローチとボイシング　④

１音１音に対するボイシングの練習をします。ミクソリディアンス
ケールでのアプローチを考えます。

ダイアトニックコードのそれぞれが持つスケールを学びます。オリ
ジナル曲も少しずつ考えていきます。

アプローチとボイシング　③

１音１音に対するボイシングの練習をします。リディアン、リディア
ン７thスケールでのアプローチを考えます。アプローチとボイシング　②

ダイアトニックコードのそれぞれが持つスケールを学びます。オリ
ジナル曲も少しずつ考えていきます。

ダイアトニックコードのスケール③

ダイアトニックコードのスケール②

マスターリズムの書き方

科目名

１年生で学んだコード、コード進行、ビートなどを基本に、さらにステップアップして作・編曲を学ん
でいきます。ダイアトニックコードの持つスケールや、１音１音に対するアプローチ、ボイシングを
学習し、オリジナル曲を作っていきます。

１音１音に対するボイシングの練習をします。イオニアン、ドリア
ン、フリジアンスケールでのアプローチを考えます。

担当講師

アプローチとボイシング　①

授業内容テーマ

松永加津子

授業内容

オリジナル曲をマスターリズム譜で提出。
オリジナル曲をマスターリズム譜

授業計画

前半は、ダイアトニックコードの一つ一つが持っているスケールを学びます。後半は１音１音に対
するボイシングの練習をしていきます。また、オリジナル曲では、メロディーとコードとオブリガート
などをまとめて書く、マスターリズム譜を書いてみましょう。

コード進行法Ⅲ

到達目標

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

ピアノ学科

ボイシングテクニック　②

授業内容

松永加津子

ボイシングテクニック　③

循環コードでメロディーを考えていきます。今回は１−６−２−５の循
環コードで考えます。

科目概要

到達目標

コード進行法Ⅳ

テーマ

ボイシングテクニック　①

担当講師

循環コード②　２−５−１−６の循環コードで考えます。

コード進行のいろいろを、様々な参考曲をもとに勉強していきます。同じコード進行でたくさんのフ
レーズを作ったり、逆に同じメロディーをコードを変えて考えてみたりしていきます。

科目名

コード進行　④

出席重視、普段の課題への取り組み、これまでの課題を十分生かして制作してあるかどうかを
採点します。

５thの変化やテンションの変化を生かしたコード進行を考えてみま
す。

毎回、曲の一部の16小節くらいのメロディーをボイシングしていく練習をします。１音１音のアプ
ローチも練習します。最終的には、そのテクニックをオリジナル曲のアレンジに活かしていきま
しょう。

学期末試験評価方法

アプローチテクニック　②

順次進行でコード進行を作って、メロディーを考えていきます。

アプローチテクニック　①

コード進行　③

コード進行　②

コード進行　①

授業計画

任意の曲のアレンジ制作

様々なコード進行を使ってオリジナル曲を制作していきます。

出席重視、普段の課題への取り組み、スコア譜の基本、タイトル、テンポ、楽器名、ページナン
バー、リハーサルマークなど、細かくチェックします。

コード進行　⑤

クォーター末試験評価方法

これまでで学習したコード進行やテクニックを生かし、オリジナル
曲をアレンジしていきましょう。オリジナル曲をスコア譜で提出

スコア譜で提出

オリジナル作品制作
オリジナル曲制作

任意の曲のアレンジ制作

音域や楽器によってのドロップ２、３を使い分けるテクニック

ドロップ３のテクニック

ドロップ２のテクニック

授業内容テーマ

スコア譜で4声でのアレンジ作品を提出

前回の続きのアレンジ制作

オリジナル曲でもそれ以外でも、任意の曲を選び、4声でのアレン
ジ制作をします。

１音１音に対するボイシングのアプローチテクニック

１音１音に対するボイシングのアプローチテクニック



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

クォーター末の作品提出のほか、授業内での実習(演奏、コードの知識、ソルフェージュ全般等)
についても　評価の対象とします。
（試験＋レポート60％、出席＋平常点40％）

試験(作品提出)
第5～第7回の授業にて創作した作品の提出

ピアノ学科

アンサンブル用作品の創作　①
「アンサンブル」での実演を想定したレパートリー曲の創作に着手しましょ
う。ジャンルやスタイルをイメージした上で構成を考えましょう。

アンサンブル用作品の創作　②
ひき続き創作の作業をします。正しく見やすい楽譜の作成を心が
けてください。

アンサンブル用作品の創作　③
タイトル、テンポ、コードネーム、強弱や発想用語など、それぞれ
の表記を確認して仕上げましょう。

スコア書法とアレンジ研究　①
リズムセクションのアレンジについて解説します。ドラム、ベース、
ギター、キーボードそれぞれの役割を確認してください。

スコア書法とアレンジ研究　②
さまざまなリズムパターンを鍵盤で実習し、それらをアレンジする
際の手法について学びましょう。

スコア書法とアレンジ研究　③

複旋律研究①
カウンターメロディーの考え方を習得しましょう。円滑に創作でき
るようコードの知識も確実に身につけてください。

複旋律研究②
ジャンルはもちろん、編成や演奏楽器によっても特徴が異なる
様々な　オブリガートについて研究します。

鍵盤楽器がポピュラーにおいてどのような役割を果たしているか、ピアノ
とキーボード(シンセ、エレピ)のそれぞれについて解説します。

クォーター末試験評価方法

クォーター末の作品提出のほか、授業内での実習(演奏、コードの知識、ソルフェージュ全般等)
についても　評価の対象とします。
（試験＋レポート60％、出席＋平常点40％）

テーマ 授業内容

アレンジ研究
ポップスの基本的なアレンジ手法を学びましょう。各楽器の特徴と
基礎知識を習得しましょう。

楽典の基本やコード、リズムパターンなどの知識を身につけた上でオリジナル曲の創作に取り組
みます。ハーモニーや複旋律的な手法を活かした方法によるスコアライティングを目指しましょ
う。

到達目標
「アンサンブル」での実演を想定したレパートリー曲の完成を今学期の目標とします。ジャンル、ス
タイルごとのそれぞれの音楽的特徴を把握し、円滑な創作ができるよう基礎力を身につけてくだ
さい。

授業計画

試験(作品提出)
ハーモニー、複旋律的な手法を活用した小品を創作し提出してく
ださい。

オリエンテーション
創作に必要な音楽の知識、初歩のポピュラー理論、コードネーム
など、それぞれについて解説します。

テーマ 授業内容

ハーモニー研究①
創作に役立つ知識のひとつとして、ハーモニーと複旋律の関係を
学びましょう。短いフレーズを作る実習も取り入れて進行します。

ハーモニー研究②
コードの転回形とベースラインについて伝達します。前後の流れ
に応じて転回形のコードを効果的に使いこなしましょう。

模倣的な作品創作
ハーモニー研究で会得した手法を活かして小品を創作しましょう。
ジャンル、スタイルをイメージした上で創作してください。

科目名

オリジナル技法Ⅲ

担当講師

清水真奈美

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

オリジナル技法Ⅳ 清水真奈美

春学期での学習内容をふまえた上で、さらにアレンジ力を高めながらさらに完成度の高いオリジ
ナル作品の創作を目指します。机上での創作に留まらず常に実演を意識して進めましょう。

到達目標
創作スキルが自身の演奏力、表現力の向上にもつながるよう、広い視野で音楽をとらえる感覚を
身につけましょう。

授業計画
テーマ 授業内容

ジャンル研究①　ポップス 
ポップスにおけるハーモニーとアレンジを研究します。鍵盤での実
習をとおして特徴を掴みましょう。

ジャンル研究②　ジャズ
ジャズのハーモニー、アレンジの変遷をジャズの歴史とともに分
析します。

ポピュラー曲のアレンジ　①
鍵盤楽器の役割とアレンジの手法について伝達します。スコアを
読む力も身につけましょう。

ポピュラー曲のアレンジ　②
鍵盤楽器以外の楽器の役割、アレンジについて伝達します。専門
以外の楽器についても見聞を広めてください。

模倣的な作品創作
ポップス、ジャズ、それぞれのスタイルを模倣した小品を創作しま
しょう。

ポピュラー曲アレンジの総括
各楽器、ジャンル、スタイル別のアレンジについての総まとめで
す。今後の創作、演奏に役立ててください。

作品提出 (小品スコア制作)
聴き手へのアピールを十分に意識した小品を作曲・アレンジし、ス
コアを作成し提出。

クォーター末試験評価方法

クォーター末の作品提出のほか、授業内での実習(演奏、コードの知識、ソルフェージュ全般等)
についても　評価の対象とします。
（試験＋レポート60％、出席＋平常点40％）

テーマ 授業内容

ジャンル研究①　クラシック前半
各時代ごとの代表曲を聴いてスタイルの分析、オーケストレーショ
ンの研究をします。オーケストラのサウンドに着目しましょう。

ジャンル研究②　クラシック後半
第1回に引き続き各時代のスタイルを研究します。楽器の使い
方、アレンジの違いなどを分析しましょう。

模倣的な作品創作
クラシックスタイルの小品を創作しましょう。年代やスタイルは自
由とします。楽曲の構成にも留意してください。

クォーター末の作品提出のほか、授業内での実習(演奏、コードの知識、ソルフェージュ全般等)
についても　評価の対象とします。
（試験＋レポート60％、出席＋平常点40％）

クラシックの形式研究
2部・3部形式、ロンド形式などの各形式を学びましょう。楽曲の形式に
よって曲の構成、転調などが成り立っている点にも着目しましょう。

小テスト(第1回～第4回の復習として)
第1回～第4回までの内容を復習し、小テストを通して知識の定着
を確認しましょう。

スコア創作　①
年間の学習内容を反映した作品の創作に着手します。楽曲の構
成、楽器編成などを考慮して進めてください。

スコア創作　②
引き続き創作の取り組みます。これまでの学習要素に基づいて
正しくスコアを作成してください。

作品提出 (スコア制作)
年間を通しての学習内容を反映させた作品を創作しましょう。

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

コンピュータミュージックⅠ

担当講師

笠原　康弘

科目概要
1クオーターでは、基本的入力方法、エディット方法を学習します。2クオーターでは、MIDIに加え
てオーディオデータの編集を学び、自作の楽曲制作に生かします。

到達目標
CUBASEの基本操作を学習します。1年次に学習済みの部分もあると思いますが、スキルを確認
しながら復習と更に高度なテクニックを学習します。既存の楽譜とほぼ同様の楽譜を入力できる
ようにする事が第一目標です。

授業計画

課題曲の制作 最終データを提出します。

ベーシックレビュー 基本知識の再チェック。各自のスキルの確認をします

テーマ 授業内容

CUBASEに関するレヴュー
各エディットウインドウでの操作方法、MIDIデータの読み込
みなど

 様々なファイルフォーマット
SMFその他フォーマットについての知識、特にFINALEとの
連携について。

ミキシングの基礎知識 ミキサーウインドウについてミックスダウンの基礎

パッチエディット
シンセサイザーの基本と音色のエディット、エフェクターの
使用方法等

入力ヘの応用
既存の楽曲を入力する。ベタ打ちからより高度なエディット
が行えるよう解説

パートごとのオーディオ変換

クォーター末試験評価方法

パソコンや、シーケンサーに1時間でも長く触り、慣れる必要があることから、特に出席を重視しま
す。課題曲は授業で行った方法に則しているかどうかをチェックします。

テーマ 授業内容

オーディオヘの変換への流れについて MIDIとの相違点。オーディオの利点。

学期末試験評価方法

パソコンや、シーケンサーに1時間でも長く触り、慣れる必要があることから、特に出席を重視しま
す。課題曲は授業で行った方法に則しているかどうかをチェックします。

最終データを提出します。 学期末試験

ピアノ学科

保存方法、ミックスダウンの方法等。
ミックスの基礎。帯域の事や定位なども含めたミックスダウ
ンの考え方。

自由曲を入力 個々の学生の問題点を解消。質問に答えながら入力作業を行います。

自由曲を入力 個々の学生の問題点を解消。質問に答えながら入力作業を行います

打ち込みデータの変換。
書き出しのプロセス。使用用途に応じたフォーマットの選択
やそれぞれのフォーマットの特質など。

オーディオデータを楽曲の一部に使用
サンプルデータの読み込み。著作権に関わる問題点や実
際の使用に際してのキーやテンポの問題

音源をオーディオ出力しCUBASEで使用



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

授業で行った方法に沿って入力されているかをチェックします。

アレンジテクニック2
移調コマンドを使ったブラスのソリを短時間で仕上げるため
の方法

アレンジテクニック3 トランスポーズ機能を使用したボイシングの方法

自由曲の制作1
各種シミュレーションテクニックを使用して、自由曲を制作し
ます。

自由曲の制作2
各種シミュレーションテクニックを使用して、自由曲を制作し
ます。

自由曲の制作3 最終データを提出します。

学期末試験評価方法

エフェクトテクニック1
様々なエフェクターについての解説と使用法。実際の使用
による効果の確認や個々のパラメータに関する説明

エフェクトテクニック2
様々なエフェクターについての解説と使用法。実際の使用
による効果の確認や個々のパラメータに関する説明

アレンジテクニック1 和声、理論の観点から見たアレンジング

オリジナル曲の制作 最終データを提出します。

クォーター末試験評価方法

授業で行った方法に沿って入力されているかをチェックします。

テーマ 授業内容

ミックスダウン
ミックスの基礎。帯域の事や定位なども含めたミックスダウ
ンの考え方。

オリジナル曲の制作
オリジナル楽曲を制作します。個々の学生の問題点
を解消。質問に答えながら入力作業を行います。

オリジナル曲の制作
オリジナル楽曲を制作します。個々の学生の問題点
を解消。質問に答えながら入力作業を行います。

ソフト音源
VSTiの使用方法。概念や使い方の実際。どこまでリアルな
音を追求する可能性

ソフト音源
VSTiの使用方法。概念や使い方の実際。どこまでリアルな
音を追求する可能性

ソフト音源
アナログシンセサイザーや物理モデリングなど音源方式に
関する事。用途に応じた様々なソフトウェア音源

3クオーターでは、様々なVSTIを使用して更にクオリティーの高いデータを目指します。4クオー
ターでは、エフェクター等の詳細を学習し、データの完成度をアップするための方法を学習しま
す。CUBASEの更に高度な操作方法を学習します。

到達目標
CUBASEの様々なコマンド操作を学習します。既存の楽譜とほぼ同様の楽譜を入力できるように
するステップからよりリアルで完成度の高い作品が作れるようにします。

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

コンピュータミュージックⅡ 笠原　康弘
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	5　本1　クラシック演奏法研究　大導寺
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