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                                                                2016 年 4 月 6 日現在 

2016 年度（平成 28 年度）慶應義塾大学日吉キャンパス 音楽関連講義・セミナー案内 

慶應義塾大学日吉キャンパスでは、塾生諸君の興味や資質に併せ、導入的な授業から、かなり深い内容を扱うものまで、多彩な音楽関連の授業を提供しています。なかに

は、実習や実技、演習を含む音楽の授業もあり、このことは他の一般大学にない特徴です。履修者は、次の各講義の要綱をよく読んで、自分にあった授業を見つけてくださ

い。※紙面に掲載しきれていない情報もあるため、Web 上の「講義要綱・シラバス・時間割」や慶應義塾大学日吉音楽学研究室 HP（http://musicology.hc.keio.ac.jp/）も併

せて参照してください。 

時限 題目 / 担当教員 
科目名 

講義内容 
担当教員からのコメント、受講条件（※） 

 
その他 教室 

（月） 
1 限 

 
 

Ⅰ「人間は音楽を「なぜ」「い
かに」必要としたのか？」 

Ⅱ「諸民族の伝統音楽」 

 

尾高 暁子（商） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」 

（春学期 / 秋学期 / 通年） 

Ⅰ人間は、音楽や音、音をともなう儀礼や芸能とどう向き合ってきたのだろうか。何が音や音楽の生成や変
化、淘汰の契機になったのか？こうした諸々の問題点を毎回オムニバス形式でとりあげる。 

Ⅱ諸民族が培ってきた伝統音楽の世界を旅しよう。東アジアを出発点として、東南アジア、南アジア、西アジ
ア、中央アジア、バルカン半島から中欧東欧へと歩みを進める。授業では、代表的な音楽ジャンル、芸能、ま
た儀礼に伴う音響のかずかずを、目と耳で体感する。さらに各地域の音組織やリズムのありかたも概観する。 

※テキスト（秋学期）：『はじめての世界音楽』 柘植元一他編、音楽之友社、1999 年、ISBN:4-276-13531-1 

 

811 

（月） 
2 限 

Ⅰ「バロック音楽の歴史（声
楽）」 

Ⅱ「バロック音楽の歴史（器
楽）」 

 

佐藤 康太、福田 弥（文） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」 

（春学期 / 秋学期 / 通年） 

この授業では 1600-1750 年ごろ、西洋音楽史で一般にバロックと呼ばれる時代の音楽を概観します。基本
的には楽曲の内容を紹介することをメインに授業を進めますが、参加者の興味に応じてそれ以外の重要なテー
マ（当時の楽器、演奏習慣、社会背景など）も取り上げたいと思います。音楽史の予備知識や演奏経験などは
問いません。授業中楽譜を見ながら話を進めることがありますが、音源やピアノを使って耳で聞いて理解でき
るようにするので、楽譜が読めない人でも問題なく受講できます。 

※参考書：D. J. グラウト・C. V. パリスカ（戸口幸策・津上英輔・寺西基之訳）『新西洋音楽史』, 中巻, 音楽之友社, 1998

年。 皆川達夫『バロック音楽』, 講談社, 2006 年（講談社学術文庫）。その他授業中に指示します。 

 

 

811 

（火） 
2 限 

Ⅰ「中世からルネサンスにか
けての西洋音楽の歴史」 

Ⅱ「ルネサンスからバロック
にかけての西洋音楽の歴史」 

 
吉川 文（商） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」 

（春学期 / 秋学期 / 通年） 

私たちの周囲には実に多様な音楽があふれていますが、ふだん耳にする多くの音楽は、西洋音楽の歴史の中
で培われてきた少なからぬ要素を含んでいます。授業では西洋中世からルネサンス期の音楽を対象とし、実際
の曲例に則して音楽の特徴を確認しながら、現代の音楽に繋がってくるものがあるのか、あるとすればどのよ
うなものなのかを考えます。また、それぞれの音楽がどのように成立し、当時の人びとにとってどのような存
在であったのかを見ていきます。音楽が求められた文化的背景や、当時の社会との関わりなどにも目を配り、
人びとと音楽との関係性を考えるための多様な視座を得ることを目標とします。 

 

D310 
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（火） 
4 限 

Ⅰ、Ⅱ「バロック期と古典期
の音楽：楽器と器楽作品」 

 

石井 明（経） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」 

（春学期 / 秋学期 / 通年） 

 

この授業では、当時使われていた楽器を鍵盤楽器、弦楽器、管楽器に分けてそれぞれについて考察し、各楽
器がどのように理解されていたのか、どのように活用されていたのか、そしてどのような社会的な役割が与え
られていたのかなどを考えていきます。これらの楽器のためにどのような器楽作品が書かれていったのかと
いうことと、それらの作品が、時の経過とともにどのような発展を見せたのかということを、楽器の観点から
分析していきます。 

※参考書：D. J. グラウト／C. V. パリスカ著（戸口幸策／津上英輔／寺西基之共訳）『新西洋音楽史』（中巻）音楽之友社 

※後期のみに授業の履修を希望する学生は、前期の授業内容を後期開始前に把握しておくことを強く薦めます。 

 

追加履修について

は、前期は原則認め

ませんが、後期につ

いては受け入れま

す。 

 

811 

（水）
2 限 

 

Ⅰ「オペラ史」 

Ⅱ「オペラ史：19 世紀～20

世紀」 

 

福中 冬子（法） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」 

（春学期 / 秋学期 / 通年） 

現代の日本では、ミドルクラスの為の娯楽以上のなにものでもないように見なされるに至ってしまってい
る「オペラ」という音楽ジャンルだが、そもそもは 16 世紀の末、フィレンツェを拠点とする識者や芸術家、
詩人などから成る学際的なグループが、古代ギリシャ時代の「公共」の精神の復興を目指して創りあげた、市
民社会のための総合芸術である。そうした「オペラ」の歴史をたどりながら、作曲家や脚本家、演奏家が、時
の政治や社会状況にどのように向き合いつつ創作活動を行ってきたのか、またどのような創作美学の史的変
遷が見られるのか、オペラ史上の代表作を通じて学ぶ。 

Ⅰ前期は最初期のオペラから１９世紀イタリアおよびフランスのオペラまでを対象とする。 

Ⅱ後期はワーグナー以降、１９・２０・２１世紀のオペラ作品を扱う。 

 

D310 

（水）
2 限 

 

Ⅰ「西洋音楽文化史入門
1」 

Ⅱ「西洋音楽文化史入門
2」 

 
石多 正男（文） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」 

（春学期 / 秋学期 / 通年） 

Ⅰクラシック音楽を歴史を追って学び、鑑賞します。担当者独自の分析表を参照しながら CD を聴き、また DVD
を観ます。さらに、各作品の理解を深めるために同じ時代の政治社会思想、美術、文学なども学びます。 
Ⅱ基本的には春学期と同じように、クラシック音楽を歴史を追って鑑賞しますが、アプローチの仕方が少し変
わります。例示される作品は「これぞ名曲！」になります。 
※テキスト：「歌曲と絵画で学ぶドイツ文化史」石多正男著 慶應義塾大学出版会 2014 年 ISBN:978-4-7664-2147-7 

C3070 

※参考書：「チャート式クラシック鑑賞術」石多正男著 春秋社 2010年（第 12刷）ISBN: 4-393-93737-6 C0073 

「交響曲の生涯」石多正男著 東京書籍 2006年 ISBN:4-487-80136-2 C0073 

 

D307 

（水）
2 限 

Ⅰ、Ⅱ「オペラ制作：演
出、舞台、美術、衣装、照
明、立ち回りなどの実践」 

 
石井 明（経）、北川千香子 

自由研究セミナーa, b 

（※通年） 

 慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オペラプロジェクト 2016 として、2016 年 12 月 18 日（日）、23 日
（祝・金）、25 日（日）に、日吉キャンパス協生館藤原洋記念ホールにおいて、モーツァルトのオペラ《ドン・
ジョバンニ》（全幕・イタリア語）を上演いたします。オーケストラと合唱は塾生が担当し（オーケストラは
すでに 2015 年度から活動を開始しています）、メインキャストは、オーディションによって選抜されたプロ
の歌手になります。演出、舞台美術、衣装、照明等は、この授業の履修者によって作り上げていく予定です。
教員と学生が一体となって一つの舞台を作り上げていくことを目的としています。演劇、ミュージカルなどの
経験のある学生、もしくはそれらに強い興味を持っている学生を広く募集します。大きなプロジェクトを、作
り上げていくというとても充実感のある授業になると確信しています。 

履修を希望する学

生は、第 1 回目の授

業に必ず出席して

ください。1 回目の

授業で履修許可者

のリストを作成し

ます。 

DB112 

（水）
3 限 

Ⅰ「楽曲分析入門」 

Ⅱ「近現代音楽の諸相」 

 

福中 冬子（法） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」
（春学期 / 秋学期 / 通年） 

音楽作品を理解する・読むという作業がどのような成り立ちをしているのか――時代や様式・技法が異なる諸
作品の分析を通じて学ぶ。毎回、楽譜を使って講義を行うので、楽譜を読むための最低知識（音名など）を持
っていることが必須。 

Ⅰ前期は音楽理論の基礎概念をカバーし、それを応用した分析（主に調性音楽）を試みる。 

Ⅱ後期は前期でカバーしたトピックを基礎に、調性音楽から非調性音楽への変遷を中心に学ぶ。 

 

 

 

 

D310 
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（水） 
4 限 

 

Ⅰ「音楽と技術（1）：1950

年代以前‐アナログの時
代」 

Ⅱ「音楽と技術（2）：1940

年代以降‐アナログからデ
ジタルの時代へ」 

 

藤井 孝一（文） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」 

（春学期 / 秋学期 / 通年） 

Ⅰテクノロジーやメディアという言葉を聞くと、21 世紀に生きる私たちは、コンピュータやインターネッ
トなどのエレクトロニクスに基づく先端技術を思い浮かべがちでしょう。しかしながら、ルネサンス期の印
刷技術や産業革命期の機械技術、近代の録音技術も、その時代においては最先端の技術であったのです。こ
の講義では、印刷、機械、録音など、近代以降に発達した技術やメディアと音楽との関係を軸に、古代から
20 世紀前半にかけての西洋音楽史を概観します。 

Ⅱエレクトロニクスの発達は音楽の創作に大きな影響を与えてきました。ミュジック・コンクレートに始ま
る電子音響音楽（electroacoustic music）の歴史は既に 60 年を越えています。この講義では、第二次大戦後
の音楽の諸傾向について、エレクトロニクスとの関わりを軸に解説します。 

講義では、「芸術」音楽ばかりでなく、ジャズやロックなどのポピュラー音楽についても時間の許す限り
触れたいと考えています。講義で取り上げる作品の理解に必要な音楽様式や時代背景などについても詳説し
ます。 

 

811 

（水） 
5 限 

 

Ⅰ「合唱音楽①」 

Ⅱ「合唱音楽②」 

※演奏実践を含む 

 

大島 博（商） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、
Ⅱ」 

（春学期 / 秋学期 / 通
年） 

海外の大学には、よく学生と教員とが一緒になって演奏を楽しむコレギウム・ムジクムという団体があり、
学内や地域の方々に演奏を披露しています。この授業では、その伝統に倣い、古今の合唱の名曲を実際に歌
うことによって、音楽の歴史の一端を体験します。 

※ガイダンス時に声を出して頂き、パート分けを行いますので、ガイダンスは前半から出席してください。
(ガイダンス時間内に終了しない場合は、別途時間を調整して指示します） 

※学期の終わりに演奏会を開きます。春学期で取り上げた曲も演奏しますので、音楽Ⅱ合唱音楽②（秋学期・
水曜５限）とセットで履修してください。春学期だけの履修は出来ません。 

※履修許可者は共通掲示板に発表します。許可を受けた方は、必ず登録してください。 

※ガイダンス終了後、追加募集を行う場合は、第８校舎掲示板、日吉学生部掲示板、日吉音楽学研究室ホー
ムページ http://musicology.hc.keio.ac.jp/で告知します。 

必ず春学期のガイ

ダンスに出席し履

修申し込みをして

ください。 

 

履修許可を受けた

ものは必ず通年で

履修すること。 
811 

（水） 
5 限 

Ⅰ、Ⅱ「18 世紀のオーケス
トラと演奏習慣」 

※演奏実践を含む 

 

石井 明（経） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」
（春学期 / 秋学期 / 通年） 

この授業では、現代のオーケストラで失われてしまったものがどのようなものなのかということを、18 世
紀に書かれた管弦楽曲を実際に演奏することで考察していきます。本来は、当時の楽器またはそれを復元し
たものを使用するのを理想としますが、現代の楽器を使用しながら当時の演奏概念を考察します。 

※受講対象者は、楽器を所有し（あるいはそれらに常時アクセスでき）、かつそれを演奏する能力を十分に
備えている学生とします。コントラバス、チェロ、ナチュラル・ホルン、ナチュラル・トランペット、およ
びティンパニは貸し出すことができます。 

※演奏および講義を通じて学んだ成果は、コンサートという形で発表を行います（年 1 回）。 

※この授業は、「体験導入型」です。半期科目として開講されますが、1 年を通して履修を希望する学生のみ
に履修許可を与える予定です。ただし、授業内容（選択曲）によっては、オーケストラ編成の理由から前期
もしくは後期のみに履修を許可する場合もあります。詳しくはガイダンス時に説明を受けてください 

※募集に関して：オーケストラ編成とそのサイズは、18 世紀後半期のそれをモデルとします（約 35 名）。 

【弦楽器】バイオリン 12 名程度。ヴィオラ、チェロ、コントラバスはそれぞれ若干名。コントラバスにつ 

いては、楽器の貸し出し（3 台）の用意があります。ただし、練習場所は各自で確保するということが履修 

条件になります。 

【管楽器】フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペットそれぞれ 2 名。ただし、 

フルートについては、すでにオーケストラ経験のある学生、クラリネットについては、Ａ管にアクセスでき 

るまたはＡ管を所有している学生、そしてホルン・トランペットについては、こちらで用意するナチュラル・ 

ホルン、ナチュラル・トランペットを用いることができる学生に対して優先的に履修の許可を出します。 

【打楽器】ティンパニのみ募集。 

履修を希望する学

生は、ガイダンスに

必ず出席し、そこで

履修希望届を教員

に提出してくださ

い。 

 

教員から履修許可証

が発行されます。履

修許可がないと履

修登録ができませ

ん。 DB203 
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（金） 
2 限 

 
 
 

Ⅰ「音楽学の基礎」 

Ⅱ「作曲家および音楽作品
の研究方法」 

 

福田 弥（文） 

人文科学特論 

Ⅰ、Ⅱ（音楽） 

（春学期 / 秋学期 / 通年） 

音楽をたんに感覚的に聴く対象ではなく、調査・研究の対象として客観的に捉えられるようになることを目
的とする。そのために音楽学という学問の概要を理解してもらいたい。音楽学の研究対象は、極端に言えば
研究者が関心を向けるあらゆる音楽であり、その研究方法も多様であるが、本講座では楽譜を伴う音楽を対
象とする。履修者には発表をしてもらう予定。 

Ⅰ春学期は、音楽とは何かを考えた上で、その研究方法について概説したい。 

Ⅱ秋学期は、各時代の代表的な作曲家と作品について、どのようにアプローチすべきかを考えていきたい。
音楽事典、楽譜、書簡、回想録、作品目録、伝記、解説書などの文献を活用する方法を身につけ、音楽作品
を客観的に記述できるようになることも目的である。本講座では時系列ではなく、ジャンルごとに作品を採
り上げる。受講者の関心の方向性によっては、作品を変更することも可能である。 

 

D310 

（金） 
5 限 

 

Ｉ「音楽理論入門 (1)」 

Ⅱ「音楽理論入門 (2)」 

 

広瀬 大介（商） 

総合教育科目「音楽Ⅰ、Ⅱ」
（春学期 / 秋学期 / 通年） 

この授業では、西洋音楽における理論的基礎を、実習を伴いながら学びます。 

 １）教科書『和声法』（ウォルター・ピストン）に従った和声学の学習と、２）西洋音楽理論の諸問題につ
いての講義から構成されます。各回に実習課題を課し、履修者は毎週この課題を提出することが求められま
す。Ⅰ春学期の基礎編では、和声の原則を一通り学び、簡単な四声の和声課題が実施できるようになること
を目的とします。Ⅱ秋学期では、和声課題で使用できる和音を徐々に増やし、転調や借用和音の使用、転位・
修飾を含む課題も視野に入れて学習していきます。 

※授業では毎回課題を出し次回までに提出します。そのために各自学習用に使える鍵盤楽器（ピアノ、キー
ボードなど）を確保することが必要です。 

※必ず第 1 回の授業に出席し、授業内容を確認し、小テストを受け、履修の許可を担当教員から得た上で履
修登録してください。 

 

※テキスト：W. ピストン、M. デヴォート著『和声法――分析と実習』、音楽之友社、2006 年 

※参考書：U. ミヒェルス編『図解音楽事典』（日本語版監修、角倉一朗）、白水社、1989 年 

野崎哲『新しい楽典』、音楽之友社、1973 年 

 

 

必ずガイダンスに

出席してから履修

登録すること 

 

履修登録は、音楽 I 

音楽理論入門 (1)と

音楽Ⅱ音楽理論入

門 (2)を併せて行う

こと。 

 

音楽 I 「音楽理論入

門(1)（春学期）」を履

修し合格したもの

が，音楽Ⅱ「音楽理

論入門(2)（秋学期）」

に進むことができ

る。 

811 

 

 

 

♦授業・履修に関する質問や疑問は、日吉音楽学研究室（第 8 校舎 1 階）まで♦   ♦日吉音楽学研究室 開室時間♦ 

連絡先：日吉音楽学研究室 日下舜太      （月）8:30～12:30   

045-566-1359（内線：33750）      （火）10:00～17:00   

shunta.kusaka@adst.keio.ac.jp      （水）10:00～18:30 

                （木）12:00～17:00  

（金）10:00～18:30 

                   ※授業期間外は 9:00～16:00 
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（土） 
2 限 

 

Ⅰ「合唱音楽を通じた歴史
的音楽実践①」 
Ⅱ「合唱音楽を通じた歴史
的音楽実践②」 
 

櫻井 茂（商） 
身体知・音楽Ⅰ、Ⅱ 

（通年） 
 

※教養研究センター 
設置科目（＊1） 

 

合唱・声楽アンサンブル音楽の実践を行う授業です。この授業の参加者は、慶應コレギウム・ムジクム ア
カデミー・ヴォーカル・アンサンブルのメンバーとなります。このグループで日吉キャンパス協生館の音
楽ホール等で、成果発表の演奏会を開きます。総合教育科目「音楽」の合唱音楽よりも、内容・技術とも
に１段階上のレベルを目指します。 

※日吉キャンパス協生館の音楽ホール等での成果発表演奏会の準備に照準を合わせます。器楽クラスとの
アンサンブルも計画します。 
※秋学期末の演奏会準備を春学期から始めます。身体知・音楽Ⅱ（秋学期）と併せて履修してください。
春学期だけの履修はできません。 
※参加オーディションについて： 

【4 月 9 日(土) 10:45～】に第 8 校舎 811 教室で説明会およびオーディションを実施します。履修許可者
は同日に決定します。簡単な読譜能力（譜読みが自力でできること）と声の質を見ます。 

※授業は土曜日 2 限の時間帯を核にしますが、ヴォイストレーニングや、楽器・ソリスト、他クラスとの
合わせの時間を別途設定します。通常授業より一段階高いレベルをめざすこの授業の特殊性を良く理解し
て、履修をしてください。 

※合唱や声楽の訓練を受けたことのある学生は、特に歓迎いたします。訓練を積み上げるため複数年の参
加を奨励しています。 

通年で履修すること

（半期の単独履修は

できません）。 

 

追加履修許可を出す

こともあるので、音楽

学研究室ホームペー

ジを確認すること 
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（土） 
2 限 

Ⅰ、Ⅱ「古楽器を通じた歴
史的音楽実践」 

 

石井 明（経） 

身体知・音楽Ⅰ、Ⅱ 
（通年） 

 
※教養研究センター 
設置科目（＊1） 

 

バロック・ヴァイオリン、バロック・ヴィオラ、バロック・チェロ、ヴィオラ・ダ・ガンバ、チェンバロ、
バロック・オーボエ、フラウト・トラヴェルソ、バロック・ファゴットなどの、一般的に古楽器と呼ばれ
ている楽器を用いて、17 世紀および 18 世紀の西洋音楽を実践的に学んでいくというのがこの授業の目的
です。トリオソナタなどの室内楽編成と、より大きめなアンサンブルであるバロック・オーケストラ（20

人程度）双方の観点から音楽作品に取り組んでいきます。なお、使用ピッチは a=415 となります。 

※複数年履修することができる学生を主に対象として履修者を募ります（2 年目以降の単位は基本的に「自
由科目」扱いになります）。 

※楽器については、塾で所有している楽器を貸与しますが、数に限りがあり、大半の楽器は昨年度からの
継続履修者にすでに貸し出されています。したがって、履修希望者に楽器を貸与できないことがあります。
その場合、履修は許可されません。一方で、バロック楽器を自身で所有している学生は、特に歓迎いたし
ます。 

履修希望者は必ず第 1

回目の授業（Web 履修

申告終了前に行われ

るガイダンス）に出席

すること 

 

ガイダンスにおいて

出される履修許可が

ないと履修登録はで

きません 

DB203 

（土） 
3 限 

Ⅰ、Ⅱ「発展声楽クラス」 

 

川田 早苗（経） 

身体知・音楽Ⅲ、Ⅳ 
（通年） 

 
※教養研究センター 
設置科目（＊2） 

この授業の参加者は、慶應コレギウム・ムジクム アカデミー・ヴォーカル・アンサンブルのメンバーと
なります。このグループで日吉キャンパス協生館の音楽ホール等で、成果発表の演奏会を開きます。身体
知・音楽ⅠⅡよりも、技術的に１段階上のレベルを目指します。 

※【4 月 9 日(土) 13:00】に第 8 校舎 811 教室で説明会を実施します。履修者は必ず出席してください。 

※身体知・音楽ⅠⅡ（声楽クラス）と共同してアンサンブルを行います。合わせは土曜日２限の時間帯に
主に行います。また、ヴォイストレーニングや、楽器・ソリスト、他クラスとの合わせの時間を別途設定
します。より高いレベルをめざすこの授業の特殊性を良く理解して、履修をしてください。 

※秋学期末の演奏会準備を春学期から始めます。身体知・音楽Ⅳ（秋学期）と併せて履修してください。
春学期だけの履修はできません。また、複数年の履修を推奨しています。 

通年で履修すること

（半期の単独履修は

できません）。 

 

履修条件は身体知・

音楽ⅠⅡをすでに履

修し単位を取得した

ものとする。 

 

 

DB203 

 

（＊1）住友生命保険相互会社寄附講座 
（＊2）株式会社龍角散・公益財団法人かけはし芸術文化振興財団・株式会社白寿生科学研究所寄附講座  


