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回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

メジャースケールとダイアトニックコード１を理解できる

G-C, Rock'n Roll, Bluesを理解し実演する

コード進行を理解し演奏できる コード進行を理解し実演を録音する

ペンタトニック、リフを理解できる

Bluesについて理解できる Bluesについて理解し実演する

ペンタトニック、リフを実演できる

 Blues　Em riffのコードを理解できる  Blues　Em riffを理解し実演する

 Blues　Em riffのスケールを構築できる  Blues　Em riffを理解し即興できる

ストリングスを使って演奏する。 音色の整理を行いサウンドをつくる

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名 Basic Keyboard 1

必修
選択

担当教員
宇田　隆

志
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

様々なアーティストのライブ、レコーディングにキーボーディストとして参加。

G-C, Rock'n Roll, Bluesを理解できる

試験と復習 1~14をまとめたレポート作成

教員の略歴

授業の学習
内容

キーボードを演奏する上での基礎を勉強する。
メロディックコンセプトと関連しているが、こちらでは主にコード、スケール、それぞれのジャンル
特有のスタイルについても学ぶ。キーボード歴にかなり差があるので初心者へのフォローをする。

到達目標　 理論、実技の基礎的なものを習得する。

評価方法と基準 実技による採点100%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

基礎練習とキーボードの使用法を理解できる 基礎練習とキーボードの使用法を実演する

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

基本のコードとコードネームを理解できる 基本のコードとコードネームを理解し実演する

準備学習　時間外学習 音楽理論全般を理解するための学習、演習の復習を繰り返す。週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

メジャースケールとダイアトニックコード１を復習し実演する

メジャースケールとダイアトニックコード2を理解できる メジャースケールとダイアトニックコード2を復習し実演する

オルガンを使って演奏する。 音色の理解を深めサウンドをつくる

マイナースケールを理解できる マイナースケールを理解し実演する

Bossa Nova Dm7-G7 を理解できる Bossa Nova Dm7-G7 を理解し実演する



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

Bluesを理解し実践できる Bluesを理解し実演する

メジャー、マイナー以外のスケール１を理解し実践
できる

G-C, Rock'n Roll, Bluesを理解し実践できる G-C, Rock'n Roll, Bluesを理解し実演する

2つ以上組み合わせる音色を理解し実践できる 2つ以上組み合わせる音色を理解し実演する

ペンタトニック、オブリガートを理解し実践できる ペンタトニック、オブリガートを理解し実演する

メジャー、マイナー以外のスケール２を理解し実演
する

　【使用教科書・教材・参考書】

エフェクト紹介２を理解し実践できる エフェクト紹介２を理解し実演する

エフェクト紹介１を理解し実演する

準備学習　時間外学習 音楽理論全般を理解するための学習、演習の復習を繰り返す。週4時間

エフェクト紹介１を理解し実践できる

各ジャンルでのバッキングを理解し実践できる 各ジャンルでのバッキングを理解し実演する

各ジャンルでのriffを理解し実践できる 各ジャンルでのriffを理解し実演する

ピッチベンドを使用したソロを理解し実践できる ピッチベンドを使用したソロを理解し実演する

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

シールドなど機材での音の変化を理解し実践でき
る

シールドなど機材での音の変化を理解し実演する

コードの展開を理解し実践できる

総時間
（単位）

選択 年次 1

様々なアーティストのライブ、レコーディングにキーボーディストとして参加。

担当教員
宇田　隆

志
演習

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

試験と復習 1~14をまとめてレポート作成

教員の略歴

授業の学習
内容

コードの展開を理解し実演する

ソロの構成を理解し実践できる ソロの構成を理解し実演する

キーボードを演奏する上での基礎を勉強する。
メロディックコンセプトと関連しているが、こちらでは主にコード、スケール、それぞれのジャンル
特有のスタイルについても学ぶ。キーボード歴にかなり差があるので初心者へのフォローをする。

到達目標　 理論、実技の基礎的なものを習得する。

評価方法と基準 実技による採点100%

授業計画・内容

メジャー、マイナー以外のスケール１を理解し実演
する

メジャー、マイナー以外のスケール２を理解し実践
できる

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名 Basic Keyboard 2

必修
選択

授業
形態
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回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

短編映像作品を作る。
指定されたコンテ画を元に、写真・動画を編集しタイトル（オープニング、エン
ディング）も含めMP4ファイルにて書き出すことができる。

Logicが使用できる。

iMovieの基礎が理解できる。

Garage bandを使用できる。

基礎的なツールを使用して動画を編集できる。

曲データの編集ができる。

曲編集と打ち込み作業ができる。

Pixlr Express を使って、写真のサイズ変更（指定されたサイズ）、背景加工
などができる。

写真編集の応用を理解し実演できる。

iMovieで取り込み・分割ができる。

写真の画像編集の基礎ができる。
ITリテラシーを理解できる。
写真の画像編集の細かい編集ができる
ITリテラシーについて説明ができる。

iMovieの仕組みを理解できる。

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

使用した各ソフトウェアの基礎が説明できる。
作品を通してYoutube、SNSでの発信　それに伴う注意点やメリット・デメリット
について深く学習する。

準備学習　時間外学習 映像・音楽編集ソフトと文書作成ソフトの基礎の理解をする。週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

次chapter予習復習する。

作品をプロのクオリティーに近づける。

発表した映像に評価会で得た知識を実践で試す。制作映像の評価会で使用した技術を説明できる。

短編映像作品に音楽を流すことができる。

テストと復習

制作映像の発表ができる。

音楽を編集した作品をMP4ファイルにて書き出すことができる。

1

Wordを使ったプロフィール制作ができる。
デビューバンク(プロフィール)の表示を確認し修正をする。

ミュージックビデオの制作や広告デザイン・カメラマンなどの業務を行っている。

イラストレーターの基礎ツールを理解することができる
デビューバンク(プロフィール)の紹介・入力をする。

評価方法と基準 筆記による採点100％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴

授業目的の再確認をする（ITスキル、リテラシー、ホーム
ルームとの連携）

イラストレーターの基礎が理解できる。
COM Debut Bankにログインできる。
Wordの基礎が理解できる。
COM Debut Bankに情報を加える。

担当教員 緒形　丈
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名 Information Technology 1

必修
選択

PCに慣れる・インターネット基礎知識
ITリテラシーを理解する

授業の学習
内容

この授業の目的は「発信していく力」を育むことであり、パソコン（Mac）の取り扱い方（PCスキル）とネットリテラシー（インター
ネットを正しく使うスキル）を学びます。
具体的には、写真編集・音楽編集・映像編集・デザイン　それらを組み合わせた作品創りを通して、様々なアプリケーションの
基本操作を習得します。

到達目標　
学生が自ら編集した、写真・音楽・映像・タイトルを組み合わせて、一つの短編映像作品を作成することができる。
作業を通じて完成までのプロセスを理解し、合理的に作業することができるようになる。



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

身体の軸の作り方を学び理解し実践できる 身体の軸の作り方を学び理解し実践、動画でチェックする。

様々なターンを学び理解し実践できる

アームスの正しいポジションを学び理解し実践できる アームスの正しいポジションを学び理解し実践、動画でチェックする。

ストレッチのやり方を学び理解し実践できる ストレッチのやり方を学び理解し実践、動画でチェックする。

バレエポジションを学び理解し実践できる バレエポジションを学び理解し実践、動画でチェックする。

ターンを学び理解し実践、動画でチェックする。

　【使用教科書・教材・参考書】

バレエポジションを学び理解し実践できる バレエポジションを学び理解し実践、動画でチェックする。

ストレッチのやり方を学び理解し実践、動画でチェックする。

準備学習　時間外学習 ヴォーカリストとして必要なサンススキルを習得するために自習、週4Hの練習と動画チェック

ストレッチのやり方を学び理解し実践できる

ジャンプを学び理解し実践できる ジャンプを学び理解し実践、動画でチェックする。

ターンとジャンプの組み合わせを学び理解し実践できる ターンとジャンプの組み合わせを学び理解し実践、動画でチェックする。

クロスフロアを学び理解し実践できる クロスフロアを学び理解し実践、動画でチェックする。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

アイソレーションを覚えて実践できる アイソレーションを覚えて実践、動画でチェックする。

身体の使い方を学び理解し実践できる

総時間
（単位）

選択 年次 1

ダンサーとして多くのアーティストサポートやCM,PVなどで活躍。

担当教員
岩﨑　浩

太郎
演習

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

試験 振り返り動画でまとめ確認レポート作成

教員の略歴

授業の学習
内容

身体の使い方を学び理解し実践、動画でチェックする。

様々なジャンプを学び理解し実践できる 様々なジャンプを学び理解し実践、動画でチェックする。

前期で行ったテクニックの練習を引き続き行う。
振りうつしをカウントで行い、振り覚えのスピードを上げる練習後、音楽に合わせて踊る。

到達目標　
基礎練習の積み重ねによって、しっかりとしたダンス能力を身につける。
プロの世界でも通用するような基礎となるダンススキル習得を目指す。

評価方法と基準 実技テストによる採点

授業計画・内容

様々なターンを学び理解し実践、動画でチェックする。

ターンを学び理解し実践できる

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名 Jazz Dance 1

必修
選択

授業
形態
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回数 日程 授業形態

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

振りの中での表現力を学び理解し実践できる 振りの中での表現力を学び理解し実践、動画でチェックする。

振り覚えのスピードを学び理解し実践できる

ターン、ジャンプを学び理解し実践できる ターン、ジャンプを学び理解し実践、動画でチェックする。

振り付けを学び理解し実践できる 振り付けを学び理解し実践、動画でチェックする。

振りの中でのテクニックの応用を学び理解し実践できる 振りの中でのテクニックの応用を学び理解し実践、動画でチェックする。

振りの中での表情を学び理解し実践、動画でチェックする。

　【使用教科書・教材・参考書】

集中力の作り方を学び理解し実践できる 集中力の作り方を学び理解し実践、動画でチェックする。

オーディションでのメンタルを学び理解し実践、動画でチェックする。

準備学習　時間外学習 常に自分が目指すための舞台観劇をする。ネットなどでのオーディション情報をチェックする。

オーディションでのメンタルを学び理解し実践できる

舞台などでの魅せ方を学び理解し実践できる 舞台などでの魅せ方を学び理解し実践、動画でチェックする。

テクニックの向上練習を学び理解し実践できる テクニックの向上練習を学び理解し実践、動画でチェックする。

集中力の作り方を学び理解し実践できる 集中力の作り方を学び理解し実践、動画でチェックする。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

アイソレーションを学び理解し実践できる アイソレーションを学び理解し実践、動画でチェックする。

テクニックを学び理解し実践できる

総時間
（単位）

選択 年次 1

ダンサーとして多くのアーティストサポートやCM,PVなどで活躍。

担当教員
岩﨑　浩

太郎
演習

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

試験 振り返り動画でまとめ確認レポート作成

教員の略歴

授業の学習
内容

テクニックを学び理解し実践、動画でチェックする。

より高度な振りを学び理解し実践できる より高度な振りを学び理解し実践、動画でチェックする。

前期で行ったテクニックの練習を引き続き行う。
振りうつしをカウントで行い、振り覚えのスピードを上げる練習後、音楽に合わせて踊る。

到達目標　

リズムをしっかりと感じ、個性豊かな創造性を身につける。
プロの世界でも通用するようなダンススキルを習得できることを
目的とする。

評価方法と基準 筆記又は、実技テストによる採点

授業計画・内容

振り覚えのスピードを学び理解し実践、動画でチェックする。

振りの中での表情を学び理解し実践できる

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名 Jazz Dance 2

必修
選択

授業
形態



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

ハンドウェーブを学び実践できる ハンドウェーブを学び実践確認動画でチェックする。

ハンドウェーブを学び実践できる

インプロを学び実践できる インプロを学び実践確認動画でチェックする。

ダイムストップを学び実践できる ダイムストップを学び実践確認動画でチェックする。

ダイムストップを学び実践できる ダイムストップを学び実践確認動画でチェックする。

ボディウェーブを学び実践確認動画でチェックする。

　【使用教科書・教材・参考書】

振付けられた振りとインプロが実践できる 振付けられた振りとインプロが実践確認動画でチェックする。

振付けられた振りとインプロが実践確認動画でチェックする。

準備学習　時間外学習 ヴォーカリストとして必要なダンスのスキルを習得するために自習、週4Hの練習と動画チェック

振付けられた振りとインプロが実践できる

アニメーションを学び実践できる アニメーションを学び実践確認動画でチェックする。

アニメーションを学び実践できる アニメーションを学び実践確認動画でチェックする。

インプロを学び実践できる インプロを学び実践確認動画でチェックする。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ヒットを学び実践できる ヒットを学び実践、確認動画でチェックする。

ヒットを学び実践できる

総時間
（単位）

選択 年次 1

HIP-HOPダンサーとして多くのイベントやアーティストのサポート、また自らもアーテイィストとして活躍

担当教員 木本　雄

演習

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

試験と復習 振り返り動画でまとめ確認レポート作成

教員の略歴

授業の学習
内容

ヒットを学び実践確認動画でチェックする。

ボディウェーブを学び実践できる ボディウェーブを学び実践確認動画でチェックする。

ダンサーにとって必要な身体作り、street dance 特にPOPPIN DANCEに必要なメソッドの習得、
またソロアプローチ方やインプロテクニックを学ぶ

到達目標　
Poppinはstreet danceだけではなくjazzやコンテンポラリーにも多く取り入れられているので幅の広いダンステクニックを習得す
る

評価方法と基準 実技テストによる採点

授業計画・内容

ハンドウェーブを学び実践確認動画でチェックする。

ボディウェーブを学び実践できる

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名 Hip Hop Dance 1

必修
選択

授業
形態
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2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

フローティングを学び実践できる フローティングを学び実践、確認動画でチェックする。

ブガルーリズムを学び実践できる

ティッキングを学び実践できる ティッキングを学び実践、確認動画でチェックする。

ティッキングを学び実践できる ティッキングを学び実践、確認動画でチェックする。

フローティングを学び実践できる フローティングを学び実践、確認動画でチェックする。

ブガルーリズムを学び実践、確認動画でチェックする。

　【使用教科書・教材・参考書】

振付けられた振りとインプロが実践できる 振付けられた振りとインプロが実践、確認動画でチェックする。

振付けられた振りとインプロが実践、確認動画でチェックする。

準備学習　時間外学習 ヴォーカリストとして必要なダンスのスキルを習得するために自習、週4Hの練習と動画チェック

振付けられた振りとインプロが実践できる

ブガルーステップを学び実践できる ブガルーステップを学び実践、確認動画でチェックする。

インプロを学び実践できる インプロを学び実践、確認動画でチェックする。

インプロを学び実践できる インプロを学び実践、確認動画でチェックする。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

キングコブラを学び実践できる キングコブラを学び実践、確認動画でチェックする。

キングコブラを学び実践できる

総時間
（単位）

選択 年次 1

HIP-HOPダンサーとして多くのイベントやアーティストのサポート、また自らもアーテイィストとして活躍

担当教員 木本　雄

演習

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

試験と復習 振り返り動画でまとめ確認レポート作成

教員の略歴

授業の学習
内容

キングコブラを学び実践、確認動画でチェックする。

ブガルーステップを学び実践できる ブガルーステップを学び実践、確認動画でチェックする。

ダンサーにとって必要な身体作り、street dance 特にPOPPIN DANCEに必要なメソッドの習得、
またソロアプローチ方やインプロテクニックを学ぶ

到達目標　
Poppinはstreet danceだけではなくjazzやコンテンポラリーにも多く取り入れられているので幅の広いダンステクニックを習得す
る

評価方法と基準 実技テストによる採点

授業計画・内容

ブガルーリズムを学び実践、確認動画でチェックする。

ブガルーリズムを学び実践できる

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名 Hip Hop Dance 2

必修
選択

授業
形態
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回数 日程 授業形態

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 講義

9 講義

10 講義

11 演習

12 演習

13 演習

14 講義

15 講義
課題曲に合わせメジャー・マイナーモードスケール、クロマチックスケール
アプローチノートを使ってベースラインを作成

12音階全てのメジャー・マイナーキーに
対応できるようにする

メジャーキーのコード進行に対して、アルペジオとモードスケールを
設定し、演奏出来る。

課題曲にコードトーンのみでベースラインを作成しメジャーモードスケールと
の関係性を理解。

　【使用教科書・教材・参考書】

分数コードの成り立ちを理解分数コードの機能を把握
分数コードが入ってないコード進行を実際に分数コードにしてみるて自分な
りにアレンジを加えて採譜して講師に提出

ベースラインの成り立ちとアプローチノートについて理解し、
演奏出来る。

アプローチノートとモードスケールの関係性の理解を深める

メジャー・マイナーモードスケール、クロマチックスケール、
アプローチノートのおさらい 試験に向けて課題曲の練習

クロマチックアプローチとその分析について理解し、実践できる。
コード進行に対してのベースラインとクロマチックの
関係性の理解を深める

マイナーキーのモードスケールを理解し、演奏出来る。
ドリアン、フリジアン、ロクリアンスケールの理論的解釈を深める
各スケールに１つずつフレーズ作成

マイナーキーのコード進行にアルペジオとスケールを設定し、
演奏出来る。

課題曲にコードトーンのみでベースラインを作成しマイナーモードスケールと
の関係性を理解。

12音階全てのメジャー・マイナーモードスケールを弾けるようにする

準備学習　時間外学習 授業で学んだ内容の復習と教材の音源を使った練習をしっかり行う。

担当教員
クリス・

ジャーガン
セン授業

形態
演習

メジャー、ナチュラルマイナー、ペンタトニック、
ブルーノートスケールのおさらい 試験に向けて課題曲の練習

ブルースのコード進行にブルーノートスケール
ペンタトニックスケールでベースラインを作成する

授業計画・内容

学習内容

ギターを演奏する上での基礎〜応用を勉強する。
メロディックコンセプトと関連しているが、こちらでは主にコード、スケール、それぞれのジャンル
特有のスタイルについても学ぶ。ギター歴にかなり差があるので初心者へのフォローをする。

到達目標　 理論、実技、表現の基礎〜応用的なものを習得する。

評価方法と基準

総時間
（単位）

選択 年次

教員の略歴

授業の学習
内容

準備学習　時間外学習(学習課題）

ペンタトニックとブルーノートスケールの関係性を調べ
演奏できるようにする

マイナーキーのダイアトニックコードトライアドについて理解。 マイナーセブンスのダイアトニックを自身で調べる

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

科目名
Expression A-1

（Gt hamonic concept 2）

必修
選択

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

様々なブルースのコード進行を理解し、演奏出来る。

メジャーキーのモードスケールを理解し、全てのキーで演奏出来る。
リディアンスケール、ミクソリディアンスケール理論的解釈を深める
各スケールに１つずつフレーズ作成

課題曲に合わせメジャー、ナチュラルマイナー、ペンタトニック、ブルーノート
スケールを使ってベースラインを作成

1

ペンタトニックスケールとブルーノートの関係性について コードトーンに対してのベースラインを考え、譜面に起こしてくる

様々なアーティストのコンサートギタリストとして活躍中

ブルーノートスケールの構造を理解し、そのフレージングを演奏出来る。

実技による採点100%
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ベーシストとして様々なアーティストをサポート。

回数 日程 授業形態

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 講義・演習

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

ナチュラルマイナースケールとメジャースケールの違いを理解する。
Cナチュラルマイナースケールを演奏できるようになる

全keyのナチュラルマイナースケールを
演奏できるよにする

ナチュラルマイナースケールの構造を理解し、フレーズを
作成する。

配布した資料のコード進行に対してマイナーペンタトニック
スケールのベースラインを作成する

メジャー、マイナーペンタトニックスケールの５つのポジ
ションを理解しフレーズを演奏出来るようになる

配布した資料のコード進行に対してメジャーペンタトニック
スケールのベースラインを作成する

コードトライアドの構成音とメジャーキーのダイアトニックト
ライアドを理解し、演奏出来るようにする

Cダイアトニックトライアドを全て弾けるように復習
構成音を理解すること

セブンスコードの構成音とメジャーキーのダイアトニック7
セブンスコードを理解し、演奏出来るようにする

全てのキーのダイアトニックセブンスコードを
演奏できるようにする

全ての♭key(D♭.E♭.G♭.A♭.B♭)のメジャースケールを弾けるようにする

弾き始めの場所の重要性と各フレーズに対しての運指の理解する。
メジャースケールをメトロノーム
BPM６０〜１２０ま8分音符練習。

メジャー、マイナーペンタトニックスケールについての理
論的解釈する。

ベースラインコンセプト教科書に記載してある
メジャーペンタトニックスケールを演奏できるようにする

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

コードネームとコード進行について理解を深めルートのみ
で演奏する

コード進行のパターンを調べ音楽記号を使って採譜する 。

弦の移動幅によっての度数や音程について、メジャース
ケールの構造について理解し、演奏出来る。

ベースラインコンセプト教科書にて書かれている
８音階（C.D.E.F.G.A.B)でメジャースケールの演奏できるようにする

#keyのメジャースケールとその指板上の位置を把握し、
演奏出来る。

全てのキーのナチュラルマイナー演奏できる。 12音階全てのナチュラルマイナーの復習

全てのメジャースケールが弾けるか、また配布した譜面の音楽記号を間違
えずにルートだけで弾ききることができるかの演習する。 12音階全てのメジャースケールを弾けるようにする

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

全ての#key(C#.D#.F#.G#.A#)のメジャースケールを弾けるようにする

♭keyのメジャースケールとその指板上の位置を把握し、
演奏出来る。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

右手左手のフォームを確認し、スムーズで正しいフォーム
の演奏法を習得する。

現在の自分フォームとベースラインコンセプト教科書にて記載されてる正し
いフォームとの違いを理解する

譜面上の音楽記号、指板上全ポジションの音名の理解を
深める。

全ポジションの音名を理解し演奏できるようにする

教員の略歴

授業の学習
内容

将来的に豊かで独創的なベースラインを生み出せるように、コードやスケールなどの音楽理論を確実に耳と指板で理解し演奏
できるようになるための講義実習を行う。

到達目標　
１、指板の構造とフレット上の音名を全て把握出来るようになること。
２、メジャースケールの構造を理解し、全てのキーで演奏出来るようになること。
３、コードの概念を理解し、構成音を把握しながら演奏出来るようになること。

評価方法と基準 実技による採点100%

授業計画・内容

遠藤 敬三
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-1

（Ba bassline concept 1）

必修
選択

担当教員
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回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

5.7.9.11.13ストロークロールができる 5.7.9.11.13ストロークロールの復習

バズ、バズ5、バズ7ができる

アクセレーションコントロール16分音符、3種類ができる アクセレーションコントロール16分音符、3種類の復習

アクセレーションコントロール3連符、2種類ができる アクセレーションコントロール3連符、2種類の復習

ダブルストロークロールができる ダブルストロークロールの復習

シングルパラディドルの復習

　【使用教科書・教材・参考書】

前期に学んだ奏法をもとに自身で
ドラムフレーズを組み立てる

前期に学んだ奏法をもとに自身で
ドラムフレーズの復習

前期に学んだ奏法をもとに自身でドラムフレーズの復習

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

前期に学んだ奏法をもとに自身でドラムフレーズを組み立てることができる

フラム、フラムアクセント16分&3連符を演奏できる フラム、フラムアクセント16分&3連符の復習

フラムパラディドルができる フラムパラディドルの復習

フラムタップ、ラタマキューができる フラムタップ、ラタマキューの復習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

グリップ&フォーム、フィンガーコントロールを利用して演奏できる グリップ&フォーム、フィンガーコントロールの復習

フットワークを利用して演奏できる

総時間
（単位）

選択 年次 1

様々なアーティストのコンサートドラマーとして活躍中

担当教員
星山　哲

也
演習

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

前期に学んだ奏法をもとに自身で
ドラムフレーズを組み立てる

前期に学んだ奏法をもとに自身で
ドラムフレーズの復習

教員の略歴

授業の学習
内容

フットワークを利用して実演してみる。

ダブルパラディドル、トリプルパラディドルができる ダブルパラディドル、トリプルパラディドルの復習

①ルーディメンツをドラマーとして必要なスティックコントロールを身につける。
②ドラムを演奏する全ての科目でのテクニックの上達。
③ドラムを演奏するにあたり音色、ダイナミクス等を無意識にコントロール出来るようになって欲しい。

到達目標　
それぞれのエクササイズを丁寧に練習し無駄のないスティックコントロールを身につけることで
本来の太鼓の音色を表現することや演奏したい音符の長さを演奏できることを目標とする。

評価方法と基準 実技による採点100%

授業計画・内容

バズ、バズ5、バズ7の復習

シングルパラディドルができる

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-1

（Dr control Theory 1）

必修
選択

授業
形態
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回数 日程 授業形態

1 講習、演習

2 演習

3 講習、演習

4 演習

5 講習、演習

6 演習

7 テスト

8 講習、演習

9 演習

10 講習、演習

11 演習

12 講習、演習

13 演習

14 演習

15 講習、演習

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

教室内使用機材の説明。結線の説明。
ピアノ音色を使用する３コードブルース。
定番のバッキングフレーズとソロ。

Key=Aでバッキングパターンとソロを練習。

オルガンを使用する16系Funk。バッキングパターンとソロ。

オルガンを使用する16系Funk。バッキングパターンとソロ。

Key=Gで1-6m-2m-5、6／8のバラード。
FM系エレピ音色を使用してバッキングパターンとソロ。

Key=Gで1-6m-2m-5、6／8のバラード。
FM系エレピ音色を使用してバッキングパターンとソロ。

当方の作成したテスト内容を元に中間テストとして実技試験。

授業内で学んだ内容の反復練習。ワークシート。

左記項目の練習。ワークシート。

授業内で学んだ内容の反復練習。ワークシート。

左記項目の練習。ワークシート。

授業内で学んだ内容の反復練習。ワークシート。

Key=Dで1-4-3m-6 2m-3m-4-5進行。
Rhodes系エレピを使用したボサノヴァ。バッキングパターンとソロ。

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

1

前期の重要ポイントと復習 前期学んだ内容から苦手とする項目を自主練習。ワークシート。

教員の略歴

授業の学習
内容

・シンセサイザーを使用したサウンドメイク。
・各音色に合わせた演奏法とフレーズメイキング。
・譜面上に記載しているコードから演奏を広げるアレンジ方法。
・1週目を講習、2週目を演習という授業の流れをルーティーンとする。

到達目標　
・キーボード、シンセサイザーの特性と理解。
・様々な音色を用いて、其々の音色を活かす演奏法の習得。
・バンド形態、弾き語りのサポート等、あらゆる演奏形態に対応出来る奏法の習得。

評価方法と基準 実技による採点100%

科目名
Expression A-1

（Key playing technique 1）

必修
選択

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

織原　洋
子

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次

前期学んだ内容から苦手とする項目を自主練習。ワークシート。

Key=Cで1-5-b7-4 レゲエ。オルガンを使用したバッキングパターンとソロ。

授業内で学んだ内容の反復練習。ワークシート。

Key=Eでバッキングパターンとソロの練習。ワークシート。

授業内で学んだ内容の反復練習。ワークシート。

左記項目の練習。ワークシート。

	授業内で学んだ内容の反復練習。		ワークシート。

1～6週で学んだ内容から苦手とする項目を自主練習。ワークシート。

ワークシート、左記項目の練習。

Key=Dで1-4-3m-6 2m-3m-4-5進行。
Rhodes系エレピを使用したボサノヴァ。バッキングパターンとソロ。

Key=G(Em)で6m-2進行。クラヴィ音色を使用したSlow Funk。
バッキングパターンとソロ。

Key=G(Em)で6m-2進行。クラヴィ音色を使用したSlow Funk。 バッキングパターンとソロ。

Key=Cで1-5-b7-4 レゲエ。オルガンを使用したバッキングパターンとソロ。

当方の作成したテスト内容を元に実技試験。

ピアノ音色を使用する３コードブルース。
定番のバッキングフレーズとソロ。
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回数 日程 授業形態

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 講義

8 講義

9 講義

10 演習

11 演習

12 演習

13 講義

14 講義

15 演習

エフェクター紹介１を理解し演奏する。 エフェクター紹介１を復習する。

エフェクター紹介２を理解し演奏する。 エフェクター紹介２を復習する。

各ジャンルを理解し演奏する。 各ジャンルでのバッキングを復習する。

各ジャンルでのriffを理解し演奏する。 各ジャンルでのriffを復習する。

チューニングを変えての演奏を理解し演奏する。 チューニングを変えての演奏を復習する。

Bluesを復習する。

メジャー、マイナー以外のスケール１を理解し演奏
する。

メジャー、マイナー以外のスケール１を復習する。

ソロの構成を理解し演奏する。 ソロの構成を復習する。

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

G-C, Rock'n Roll, Bluesを理解し演奏する。 G-C, Rock'n Roll, Bluesし実演する。

CAGEDシステムを理解し演奏する。 CAGEDシステムを理解復習する。

ペンタトニック、オブリガートを理解し演奏する。

後期の重要ポイントと復習 後期の重要ポイントと復習を復習する。

メジャー、マイナー以外のスケール２を理解し演奏
する。

メジャー、マイナー以外のスケール２を復習する。

準備学習　時間外学習 授業で学んだ内容の復習と教材の音源を使った練習をしっかり行う。

　【使用教科書・教材・参考書】

ペンタトニック、オブリガートを復習する。

Bluesを理解し演奏する。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

シールドなど機材を復習する。 シールドなど機材を確認する。

コードの展開を理解し演奏する。 コードの展開を研究し実演する。

教員の略歴

授業の学習
内容

ギターを演奏する上での基礎を勉強する。
メロディックコンセプトと関連しているが、こちらでは主にコード、スケール、それぞれのジャンル
特有のスタイルについても学ぶ。ギター歴にかなり差があるので初心者へのフォローをする。

到達目標　
理論、実技の基礎的なものを習得する。
ギターを演奏する際に音を変更したり、アンサンブル上でなじむ音階を選択することを目標とする。

評価方法と基準 実技による採点100%

授業計画・内容

宇田大志
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-2

（Gt harmonic concept 2）

必修
選択

担当教員
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ベーシストとして様々なアーティストをサポート。

回数 日程 授業形態

1 講義・演習

2 講義・演習

3 講義・演習

4 講義・演習

5 講義・演習

6 試験

7 講義・演習

8 講義・演習

9 講義・演習

10 講義・演習

11 講義・演習

12 講義・演習

13 講義・演習

14 講義・演習

15 講義・演習

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

課題曲にコードトーンのみでベースラインを作成しマイナーモードスケールと
の関係性を理解。

ブルースのコード進行にブルーノートスケール
ペンタトニックスケールでベースラインを作成する

12音階全てのメジャー・マイナーキーに
対応できるようにする

ベースラインの成り立ちとアプローチノートについて理解し、
演奏出来る。

アプローチノートとモードスケールの関係性の理解を深める

コード進行に対してのベースラインとクロマチックの
関係性の理解を深める

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

マイナーキーのコード進行にアルペジオとスケールを設定し、
演奏出来る。

分数コードの成り立ちを理解分数コードの機能を把握

ドリアン、フリジアン、ロクリアンスケールの理論的解釈を深める
各スケールに１つずつフレーズ作成

様々なブルースのコード進行を理解し、演奏出来る。

メジャー、ナチュラルマイナー、ペンタトニック、
ブルーノートスケールのおさらい

評価方法と基準 実技による採点100%

授業計画・内容

メジャー・マイナーモードスケール、クロマチックスケール、
アプローチノートのおさらい 試験に向けて課題曲の練習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

マイナーキーのダイアトニックコードトライアドについて理解。 マイナーセブンスのダイアトニックを自身で調べる

ブルーノートスケールの構造を理解し、そのフレージングを演奏出来る。

クロマチックアプローチとその分析について理解し、実践できる。

メジャーキーのコード進行に対して、アルペジオとモードスケールを
設定し、演奏出来る。

課題曲にコードトーンのみでベースラインを作成しメジャーモードスケールと
の関係性を理解。

分数コードが入ってないコード進行を実際に分数コードにしてみるて自分な
りにアレンジを加えて採譜して講師に提出

リディアンスケール、ミクソリディアンスケール理論的解釈を深める
各スケールに１つずつフレーズ作成

年次 1

担当教員

課題曲に合わせメジャー・マイナーモードスケール、クロマチックスケール
アプローチノートを使ってベースラインを作成

12音階全てのメジャー・マイナーモードスケールを弾けるようにする

遠藤敬三

演習
総時間
（単位）

選択

マイナーキーのモードスケールを理解し、演奏出来る。

ペンタトニックとブルーノートスケールの関係性を調べ
演奏できるようにする

ペンタトニックスケールとブルーノートの関係性について コードトーンに対してのベースラインを考え、譜面に起こしてくる

試験に向けて課題曲の練習

課題曲に合わせメジャー、ナチュラルマイナー、ペンタトニック、ブルーノート
スケールを使ってベースラインを作成

メジャーキーのモードスケールを理解し、全てのキーで演奏出来る。

授業の学習
内容

将来的に豊かで独創的なベースラインを生み出せるように、コードやスケールなどの音楽理論を確実に耳と指板で理解し演奏
できるようになるための講義実習を行う。

到達目標　
１、メジャースケール、マイナースケールとそのダイアトニックコードの構造を理解し、全てのキーで演奏出来るようになること。
２、ブルースのハーモニーとそのコード進行、フレージングを理解し、演奏出来るようになること。

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-2

（Ba bassline concept 2）

必修
選択

授業
形態

教員の略歴
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回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習 演習・3拍4連on4/4ができる。 演習・3拍4連on4/4を復習。

12 演習 演習・3拍4連on4/4ができる。 演習・3拍4連on4/4を復習。

13 演習

14 講義

15 演習

演習・ルーディメンツ小テストを復習。

演習・チェンジアップができる。 演習・チェンジアップを復習。

演習・2拍3連、カウント、コンビネーションができる。 演習・2拍3連、カウント、コンビネーションを復習。

演習・ドラッグパラディドルNo.1.2①ができる。 演習・ドラッグパラディドルNo.1.2①を復習。

様々なアーティストのコンサートドラマーとして活躍中

演習・ルーディメンツ小テストができる。 演習・ルーディメンツ小テストを復習。

演習・4拍3連、カウント、コンビネーションができる。 演習・4拍3連、カウント、コンビネーションを復習。

演習・3拍4連、カウント、コンビネーションができる。 演習・3拍4連、カウント、コンビネーションを復習。

演習・3拍4連on4/4ができる。 演習・3拍4連on4/4を復習。

演習・ドラッグパラディドルNo.1.2②ができる。 演習・ドラッグパラディドルNo.1.2②を復習。

演習・ラタマキュー、シングルラタマキュー、ダブルラタマキュー、トリプルラタマキューができる。演習・ラタマキュー、シングルラタマキュー、ダブルラタマキュー、トリプルラタマキューを復習。

演習・ルーディメンツ小テストができる。

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

演習・ドラッグパラディドルNo.1.2②ができる。 演習・ドラッグパラディドルNo.1.2②を復習。

教員の略歴

授業の学習
内容

①ルーディメンツを通してドラマーとして必要なスティックコントロールを身につける。連符感をやしない楽曲やソロでの自由度
を身につける。
②ドラムを演奏する全ての科目でのテクニックの上達。
③ドラムを演奏するにあたり音色、ダイナミクス等を無意識にコントロール出来るようになって欲しい。楽曲の中での自由度を
広げて欲しい。

到達目標　
それぞれのエクササイズを丁寧に練習し無駄のないスティックコントロールと連符感を身につける。
ドラムの音色のコントロールをすると共に全体のバランスを考えた演奏をすることを目標とする。

評価方法と基準 実技による採点100%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

演習・ラフ、4.5ストロークラフができる。 演習・ラフ、4.5ストロークラフを復習。

演習・ドラッグ、シングルドラッグ、ダブルドラッグができる。演習・ドラッグ、シングルドラッグ、ダブルドラッグを復習。。

星山　哲
也

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 1

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-2

（Dr control Theory 2）

必修
選択
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回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 講義

15 演習

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

シンセサイザーの波形の説明。サイン波またはスクエア波の音色を使ってフ
レーズメイキング。Key=G、4-5-3m-6進行の中で、仮想楽曲イントロ部として
フレーズを作る。

左記フレーズを数パターン作成する。

授業内で学んだ内容の反復練習。

ノコギリ波の音色を使ってフレーズメイキング。Key=Bb 6m−2進行、仮想楽
曲8Beatでソロ。

左記フレーズを数パターン作成する。

ノコギリ波の音色を使ってフレーズメイキング。Key=Bb 6m−2進行、仮想楽
曲8Beatでソロ。

授業内で学んだ内容の反復練習。

シンセベースのグルーヴ。シンセベースの代表的な楽曲から幾つかのベー
スパターンを抜粋し、演奏を試みる。

左記フレーズの練習。

シンセベースのグルーヴ。シンセベースの代表的な楽曲から幾つかのベー
スパターンを抜粋し、演奏を試みる。

授業内で学んだ内容の反復練習。

当方の作成したテスト内容を元に中間テストとして実技試験。 1～6週で学んだ内容から苦手とする項目を自主練習。ワークシート。

スクエア波の音色を使って、Key=G、4-5-3m-6進行の中で、仮想楽曲イント
ロ部としてフレーズを作る。

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

1

後期の重要ポイントと復習 後期学んだ内容から苦手とする項目を自主練習。

教員の略歴

授業の学習
内容

・シンセサイザーを使用したサウンドメイク。
・各音色に合わせた演奏法とフレーズメイキング。
・譜面上に記載しているコードから演奏を広げるアレンジ方法。
・1週目を講習、2週目を演習という授業の流れをルーティーンとする。

到達目標　
・キーボード、シンセサイザーの特性と理解。
・様々な音色を用いて、其々の音色を活かす演奏法の習得。
・バンド形態、弾き語りのサポート等、あらゆる演奏形態に対応出来る奏法の習得。

評価方法と基準 実技による採点100%

科目名
Expression A-2

（ Ke playing technique 1 2）

必修
選択

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

声優歌手鈴村健一、小野大輔、伊藤かな恵、入野自由etc等アーティストのライブツアー、ライブアレンジ、またRECに参加。

担当教員
宇田　隆

志
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次

シンセブラスによるコードバッキング。 左記フレーズの練習。

シンセブラスの代表的な楽曲から幾つかのバッキングパターンを抜粋し、演
奏を試みる。

授業内で学んだ内容の反復練習。

弾き語り楽曲、ピアノ音色での演奏とコードアレンジ。洋楽バラード楽曲を選
定し、独自に対象曲のピアノ・アレンジに取り組む。

左記楽曲の演奏パターンを作成する。

当方の作成したテスト内容を元に実技試験。 後期学んだ内容から苦手とする項目を自主練習。

弾き語り楽曲、ピアノ音色での演奏とコードアレンジ。洋楽バラード楽曲を選
定し、独自に対象曲のピアノ・アレンジに取り組む。

授業内で学んだ内容の反復練習。

弾き語り楽曲、Rhodes系エレピ音色での演奏とコードアレンジ。洋楽バラード
楽曲を選定し、独自に対象曲のピアノ・アレンジに取り組む。

左記楽曲の演奏パターンを作成する。

弾き語り楽曲、Rhodes系エレピ音色での演奏とコードアレンジ。洋楽バラード
楽曲を選定し、独自に対象曲のピアノ・アレンジに取り組む。

授業内で学んだ内容の反復練習。
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回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

基礎テクニック：ハンマリングプリングオフを復習する。

基礎テクニック：トリル奏法がを復習する。

様々なアーティストのコンサートギタリストとして活躍中

基礎テクニック：フィンガートレーニングを復習する。。

　【使用教科書・教材・参考書】

基礎テクニック：ピックアップセレクターの使い方を学ぶ 基礎テクニック：ピックアップセレクターの使い方を復習する。

基礎テクニック：フィンガートレーニングができるようになる。

マイナースケールがを復習する。

コードとは？ができるようになる。

コードトーン：メジャー編ができるようになる。

楽譜の読み方を復習する。

コードとは？を復習する。

コードトーン：メジャー編を復習する。

コードトーン：マイナー編を復習する。

インターバルがを復習する。

基礎テクニック：レガート奏法を復習する。

フレットの指の運び方を復習する。

メジャースケールを復習する。

コードトーン：マイナー編ができるようになる。

インターバルができるようになる。

メジャースケールができるようになる。

学科・ｺｰｽ

基礎テクニック：ハンマリングプリングオフができるようになる。

基礎テクニック：トリル奏法ができるようになる。

基礎テクニック：レガート奏法ができるようになる。

フレットの指の運び方ができるようになる。

パフォーミングアーツ科　昼間部一

実技による採点100%

授業計画・内容

学習内容

演習
総時間
（単位）

担当教員 宇田 大志
授業
形態

準備学習　時間外学習(学習課題）

選択

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

初見演奏してみる 初見演奏を復習する。

教員の略歴

授業の学習
内容

ギターを演奏する上での基礎を勉強する。
ハーモニックコンセプトと関連しているが、こちらでは主にコード、スケール、それぞれのジャンル
特有のスタイルについても学ぶ。ギター歴にかなり差があるので初心者へのフォローをする。

到達目標　 理論、実技の基礎的なものを習得する。

評価方法と基準

基礎テクニック：ベンディングができるようになる。 基礎テクニック：ベンディングを復習する。

準備学習　時間外学習 授業で学んだ内容の復習と教材の音源を使った練習をしっかり行う。

楽譜の読み方ができるようになる。

マイナースケールができるようになる。

年次 1
科目名

Expression B-1
（Gt melodic concept 1）

必修
選択
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ギタリスト、作曲家として活躍している。

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

19世紀の音楽を解説できる。 19世紀の音楽の分の復習レポート作成

期末試験と期末課題の準備。 期末試験と期末課題のの復習レポート作成

機能和声外の和声の解説できる。 機能和声外の和声のの復習レポート作成

楽曲の形式の応用を学び、報告する。 楽曲の形式の復習レポート作成。

19世紀の音楽を解説できる。 19世紀の音楽の分の復習レポート作成

増６のコードと”ナポリの６度”のコードを解説できる。 増６のコードと”ナポリの６度”のコード復習

借用コードを解説する。 借用コードのの復習レポート作成

借用コードの概念の拡大と転調の技法解説できる。 概念の拡大と転調の技法の復習レポート作成

転調のの復習レポート作成

借用コードを解説する。 借用コードのの復習レポート作成

セブンスコードとテンションコード（9th、11th、13th）を解説する。 セブンスコードのの復習レポート作成

増６のコードと”ナポリの６度”のコードを解説できる。 増６のコードと”ナポリの６度”のコード復習

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名 Traditional Harmony & Composition 2

必修
選択

転調について説明できる

担当教員 窪田 想士
授業
形態

講義
総時間
（単位）

選択 年次 2

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

セカンダリードミナントとその他のノンダイアトニックコード解説できる。 セカンダリードミナントのの復習レポート作成

教員の略歴

授業の学習
内容

音楽業界で活躍していく為には、楽曲の分析やオリジナル曲作曲、アレンジの能力が必要となる。本講義ではクラシック音楽
理論の応用とその使用方法を学び、実際に表現に繋げていけるようにする。

到達目標　 音楽業界で活躍していく為に必要なクラシック音楽理論の応用と作曲方法を習得し説明ができるようになる。

評価方法と基準 筆記による採点100%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

トラディショナルハーモニー＆コンポジション を説明できる。 トラディショナルハーモニー＆コンポジションの復習レポート作成。

期末試験と復習 1-14回までのの復習レポート作成

準備学習　時間外学習 業界で資料するクラシックアレンジのスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】
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回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

コードアルペジオ：メジャー編を理解し演奏する。

コードアルペジオ：マイナー編を理解し演奏する。

コードネーム理解方を理解し演奏する。

キーの概念を理解し演奏する。

ダイアトニックコードを理解し演奏する。

コード進行の解釈を理解し演奏する。 コード進行の解釈を復習する。

リズムパターンを復習する。

シャッフルについてを復習する。

ブルースについてを復習する。

リズムパターンを理解し演奏する。

準備学習　時間外学習 授業で学んだ内容の復習と教材の音源を使った練習をしっかり行う。

　【使用教科書・教材・参考書】

2

自由演奏を理解し演奏する。 自由演奏を復習する。

教員の略歴

授業の学習
内容

ギターを演奏する上での基礎を勉強する。
ハーモニックコンセプトと関連しているが、こちらでは主にコード、スケール、それぞれのジャンル
特有のスタイルについても学ぶ。ギター歴にかなり差があるので初心者へのフォローをする。

到達目標　
理論、実技の基礎的なものを習得する。
ギターを演奏する際に音を変更したり、アンサンブル上でなじむ音階を選択することを目標とする。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

科目名
Expression A-3

（Gt harmonic concept 3）

必修
選択

担当教員 宇田 大志
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

コードアルペジオ：メジャー編を理解し演奏する。 コードアルペジオ：メジャー編を復習する。

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

ペンタトニックスケールを復習する。

ブルーススケールを復習する。

ブルースセッションを復習する。

モーダルとコーダルを復習する。

シャッフルについてを理解し演奏する。

ブルースについてを理解し演奏する。

ペンタトニックスケールを理解し演奏する。

ブルーススケールに理解し演奏する。

ブルースセッションを理解し演奏する。

モーダルとコーダルを理解し演奏する。

コードアルペジオ：メジャー編を復習する。

コードアルペジオ：マイナー編を復習する。

コードネーム理解方を理解し演奏する。

キーの概念を復習する。

ダイアトニックコードを復習する。
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回数 日程 授業形態

1 講義

2 演習 次のChapterのエクササイズの練習、未達成箇所の復習

3 演習

4 講義

5 演習

6 講義

7 演習

8 講義

9 演習

10 講義

11 演習

12 講義

13 演習

14 演習

15 演習

次のChapterの予習と練習、未達成箇所の復習

１６ビートにおけるシンコペーションパターンを体得する。(エクササイズ)

バウンス・ビートのリズム的な捉え方と基本的なパターンを説明する。

次のChapterの予習と練習、未達成箇所の復習

次のChapterのエクササイズの練習、未達成箇所の復習

次のChapterの予習と練習、未達成箇所の復習

次のChapterのエクササイズの練習、未達成箇所の復習

次のChapterの予習と練習、未達成箇所の復習

次のChapterのエクササイズの練習、未達成箇所の復習

バウンス・ビートの基本的なパターンを体得する。（エクササイズ)

ゴーストノートを使用した時のグルーヴ的な違いを説明する。

ゴーストノートを使用した時のグルーヴ的な違いを体得する。
(エクササイズ)

前期に学んだ基礎的なビートを使用した上で後期に学んだ
装飾音符や音楽記号を用いて演奏する

次のChapterの予習と練習、未達成箇所の復習

ハマーオンとプルオフの使用によるグルーヴ的な感じ方の違いを説明する。

ハマーオンとプルオフの使用によるグルーヴ的な感じ方の違いを体得する。
(エクササイズ)

スライドダウン、スライドアップを使用によるグルーヴ的な感じ方の違いを説
明する。

スライドダウン、アップを使用によるグルーヴ的な感じ方の違いを体得する。
(エクササイズ)

１６ビートにおけるシンコペーションパターンについて説明する。

準備学習　時間外学習(学習課題）

シャッフルビートのリズム的な捉え方とジャンルとの関係について説明する。
(エクササイズ)

次のChapterのエクササイズの練習、未達成箇所の復習

トリプレットフィールのリズムの捉え方と楽曲について説明する。
(エクササイズ)

トリプレットフィールのリズムの捉え方と楽曲について説明する。
(エクササイズ)

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

前期に学んだ基礎的なビートを使用した上で後期に学んだ
装飾音符や音楽記号を用いて演奏する

次のChapterの予習と練習、未達成箇所の復習

教員の略歴

授業の学習
内容

現代音楽を弾くためのリズムやベースパートの成り立ちが主な内容で、その種類と手法を紹介し、体感することをテーマとす
る。前期で体得した４分、８分、１６分の音符、を使用した楽曲で使用できる技術を習得し、音楽的感性の成長に繋げる。スタン
ダード・ミディ・ファイルを使用し、授業にて体感させ目標とされる演奏基準に到達するためのトレーニング方、考え方、自己修
正などを教授する。

到達目標　
音符の長さや、記号、曲調を楽譜から情報を読み取ったうえで
実際にはない装飾音符などを自在に演奏することを目標とする。

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

次のChapterのエクササイズの練習、未達成箇所の復習

次のChapterのエクササイズの練習、未達成箇所の復習

次のChapterの予習と練習、未達成箇所の復習

次のChapterのエクササイズの練習、未達成箇所の復習

学習内容

遠藤 敬三
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-3

（Ba bassline concept 3）

必修
選択
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回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

関連課題曲の抽出と研究（シャッフル）

振り返りとしての総復習

テキストに基づいた基礎リズムの発展系の理解・練習

チャートリーディングを伴う16ビートの実践。課題曲(Chapter2２)の解析。

テキスト内で提示された段階的プラクティスを消化する(Step1~2)

関連課題曲の抽出と研究（8ビート）

関連課題曲の抽出と研究（8ビート）

関連課題曲の抽出と研究（16ビート）

関連課題曲の抽出と研究（16ビート）

関連課題曲の抽出と研究（16ビート）

チャートリーディングを伴う16ビートの実践。課題曲(Chapter2３)の解析。

チャートリーディングを伴う16ビートの実践。課題曲(Chapter2４)の解析。

シャッフルビートの実践。課題曲(Chapter2５)の解析。

1年次のまとめ。蓄積したテクニックと表現力についての考察。

ハネた16ビートを複雑化した応用パターンの解析と理解。

ハネた16ビートの実践。キックパターンのバリエーションによるフィールの構
築

6連符に包括されたハネ系16ビートの実践。ゴーストノートのコントロール。

ハネ方の度合いに関する考察。バウンスポイントの把握とハネ率の実践。

チャートリーディングを伴う8ビートの実践。課題曲(Chapter20)の解析。

チャートリーディングを伴う8ビートの実践。課題曲(Chapter2１)の解析。

準備学習　時間外学習(学習課題）

トリプレットフィールの習得。3連符を構成要素とするリズムの理解と実践。 テキスト内で提示された段階的プラクティスを消化する(Step1~3)

ハネた16ビートの実践。拍内のリズム構造の理解とバウンスフィールの考
察。

ハネた16ビートの実践。拍内のリズム構造の理解とバウンスフィールの考
察。

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

1年次で学習したパターンを織り交ぜたリズムの理解と実践 1年次のまとめから応用させたフレーズの創造

教員の略歴

授業の学習
内容

現代音楽における初歩的なスタンダードグルーヴの抽出とアナライズをテーマとする演習を行う。テキストに沿った各種トレー
ニングと並行して、アンサンブルスタンス、パルスイメージ、サウンドスケープ、リズムトレーニング等の内容も積み重ねていく多
角的な演習内容になる。

到達目標　
ワールドスタンダードなシンプルなリズムフィールの応用を習得する事を目的とし、各種トレーニングの消化や自発的研究活動
の延長線上にに於いて、タイム感の重要性を理解しグルーヴに対する「気付き」が生まれる事を目標とする。

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

テキスト内で提示された段階的プラクティスを消化する(Step1~4)

テキスト内で提示された段階的プラクティスを消化する(Step1~4)

テキスト内で提示された段階的プラクティスを消化する(Step1~3)

テキスト内で提示された段階的プラクティスを消化する(Step1~4)

学習内容

星山　哲
也

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-3

（Dr control Theory 3）

必修
選択
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回数 日程 授業形態

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 講義

8 講義

9 講義

10 演習

11 演習

12 演習

13 講義

14 講義

15 演習

Bluesについての変化を理解する。

メジャー、マイナー以外のスケール１の変化を理解する。

エフェクト紹介２を理解し復習。

G-C, Rock'n Roll, Bluesを理解し復習。

オシレーターを2つ以上組み合わせる音色を理解し復習。

ペンタトニック、オブリガートを理解し復習。

Bluesについてを理解し復習。

メジャー、マイナー以外のスケール１を理解し復習。

メジャー、マイナー以外のスケール２を理解し復習。

ソロの構成を理解し復習。

各ジャンルでのバッキングを理解し復習。

各ジャンルでのriffを理解し復習。

ピッチベンドを使用したソロを理解し復習。

エフェクト紹介１を理解し復習。

声優歌手鈴村健一、小野大輔、伊藤かな恵、入野自由etc等アーティストのライブツアー、ライブアレンジ、またRECに参加。

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

ソロの構成の変化を理解する。

各ジャンルでのバッキングの変化を理解する。

各ジャンルでのriffの変化を理解する。

ピッチベンドを使用したソロの変化を理解する。

エフェクト紹介２の変化を理解する。

エフェクト紹介１の変化を理解する。

メジャー、マイナー以外のスケール２の変化を理解する。

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

G-C, Rock'n Roll, Bluesの変化を理解する。

オシレーターを2つ以上組み合わせる音色の変化を理解する。

ペンタトニック、オブリガートの変化を理解する。

コードの展開の変化を理解する。 コードの展開を理解し復習。

後期の重要ポイントと復習 後期の重要ポイントと復習を理解し復習。

教員の略歴

授業の学習
内容

キーボードを演奏する上での基礎を勉強する。
メロディックコンセプトと関連しているが、こちらでは主にコード、スケール、それぞれのジャンル
特有のスタイルについても学ぶ。キーボード歴にかなり差があるので初心者へのフォローをする。
オシレーターなどをうまく使い思い通りのサウンドを作る。

到達目標　
理論、実技の基礎的なものを習得する。
キーボードを演奏する際に音を変更したり、アンサンブル上でなじむ音階を選択することを目標とする。

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

シールドなど機材での音の変化を理解する。 シールドなど機材での音の変化を理解し復習。

宇田　隆
志

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-3

（Key playing technique 3）

必修
選択



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

コードトーン
（メジャー、マイナー）

コードトーンを基にしたフレーズの習得について復習する

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について復習する

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習

する

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について演奏できる

８ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

16ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用について復習する

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について復習する

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について復習する

楽譜の読み方と書き方について復習する

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について演奏できる

楽譜の読み方と書き方について演奏できる

コードトーン
（メジャー、マイナー）

コードトーンを基にしたフレーズの習得について演奏できる

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について演奏できる

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論について演奏できる

８ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる

16ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる
(コードストローク、ソロ)

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用につい演奏できる。

準備学習　時間外学習(学習課題）

ギターについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる
ギターについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）

ウォームアップフレーズについて復習する

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論について演奏できる

準備学習　時間外学習 授業で学んだ内容の復習と教材の音源を使った練習をしっかり行う。

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習

する

教員の略歴

授業の学習
内容

ギターの基礎知識の向上
様々なビートにあった演奏方法の習得

到達目標　 講師に提示された譜面を初見で間違えずに演奏できるかどうか、また理論的な解釈で説明できるかどうか

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

演奏における音楽理論
（マイナー・メジャーペンタトニック）

スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（メジャースケール）

スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（マイナースケール）

スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（インターバル）

スケールを基にしたフレーズについて復習する

学習内容

宇田 大志
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-4

（Gt harmonic concept 4）

必修
選択



30

2

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

課題曲にあった右手のフォームをマスターするについて復習する

クリックのある練習になれ、アンサンブルについて復習する

指板の位置を正確に覚え、パフォーマンスについて復習する

ペンタトニックコードについて復習する

音符の長さについて復習する

課題曲にあった右手のフォームをマスターするについて演奏できる

クリックのある練習になれ、アンサンブルについて演奏できる

指板の位置を正確に覚え、パフォーマンスについて演奏できる

ペンタトニックコードについて演奏できる

音符の長さについ演奏できる

楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

８ビートの基本について演奏できる

ロックの基礎的な演奏方法について演奏できる

８ビートの基本について演奏できる

ロックの基礎的な演奏方法について演奏できる

１６ビートの基礎を学び楽曲について演奏できる

ファンクの基礎的な演奏方法について演奏できる

メジャー・マイナースケールについて演奏できる

休符を理解し、アンサンブルについ演奏できる

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

１６ビートの基礎を学び楽曲について演奏できる

ファンクの基礎的な演奏方法について演奏できる

メジャー・マイナースケールについて演奏できる

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ベースについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる
ベースについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）

ウォームアップフレーズについて復習する

譜面の解説・読み方について復習する

運指の方法を知り楽曲に活かすについて復習する

譜面の解説・読み方について演奏できる

運指の方法を知り楽曲に活かすについて演奏できる。

休符を理解し、アンサンブルについ演奏できる 休符を理解し、アンサンブルについ演奏できる

休符を理解し、アンサンブルについ演奏できる

準備学習　時間外学習

教員の略歴

授業の学習
内容

ベーシストとしての基礎力・表現力を養う。

到達目標　 ベーシストとして活躍するためのステージング、アンサンブル力が身に付く。

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

遠藤 敬三
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-4

（Ba bassline concept 4）

必修
選択

担当教員



30

2

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

スティックの持ち方（マッチド・トラディショナル）を説明できる

打楽器に触れる

正しい演奏フォームを説明できる

メジャーKeyマイナーKeyの代表的なコード進行を説明できる

マイナースケール、ブルーノートハーモニー等発展させたスケール・コードを
説明できる

スティックの持ち方（マッチド・トラディショナル）を復習する、

打楽器を復習する、

正しい演奏フォームを復習する、

メジャーKeyマイナーKeyの代表的なコード進行を復習する、

マイナースケール、ブルーノートハーモニー等発展させたスケール・コードを
復習する、

楽器における様々なスタイルや演奏技術の向上を目指し反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

８ビートの仕組み、理解し演奏できる。

１６ビートの仕組み、理解し演奏できる

８ビートの仕組み、理解し演奏を復習する、

１６ビートの仕組み、理解し演奏を復習する、

ソロメイキングを学び演奏を復習する、

シャッフル・３連系のグルーヴの習得し演奏を復習する、

シンコペーションを習得し演奏を復習する、

Swing 16thのフレーズを習得し演奏を復習する、

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

ソロメイキングを学び演奏できる

シャッフル・３連系のグルーヴの習得し演奏できる

シンコペーションを習得し演奏できる

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ドラムについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる
ドラムについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）
ウォームアップフレーズについて復習する

ドラム譜面の解説・読み方を説明できる

ドラム譜面の書き方を説明できる

ドラム譜面の解説・読み方を復習する、

ドラム譜面の書き方を復習する、

Swing 16thのフレーズを習得し演奏できる Swing 16thのフレーズを習得し演奏を復習する、

Swing 16thのフレーズを習得し演奏できる

準備学習　時間外学習

教員の略歴

授業の学習
内容

ドラムを演奏する上で必要な基礎的な技術、知識を学ぶ。
譜面の理解度をあげ様々なジャンルのアンサンブル力を養う。

到達目標　
基礎的なスティックコントロールができる。譜面の読み書きができる。

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

星山　哲
也

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-4

（Dr control Theory 4）

必修
選択

担当教員



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

ダイアトニックコードを学び演奏できる。

音色を変えてのコード学び演奏できる。

コード進行の解析演奏を復習する。
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

楽譜の読み方　ヘ音を復習する

楽譜の書き方　音符を復習する。

楽譜の書き方　記号を復習する。

ダイアトニックコードを復習する。

音色を変えてのコードを復習する。

コードアレンジ（和音の積み方を復習する。

音色を変えてのコードアレンジを復習する。

オシレーターの説明を復習する。

自分好みの音色を復習する。

コードトーンを復習する。（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について演奏できる

主要四和音を復習する。
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について演奏できる

声優歌手鈴村健一、小野大輔、伊藤かな恵、入野自由etc等アーティストのライブツアー、ライブアレンジ、またRECに参加。

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

音色を変えてのコードアレンジ学び演奏できる。

オシレーターの説明学び演奏できる。

自分好みの音色を作り。演奏できる。

コードトーン（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について演奏できる

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について演奏できる

コードアレンジ（和音の積み方）学び演奏できる。

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

楽譜の読み方　ヘ音を説明できる。

楽譜の書き方　音符を説明できる。

楽譜の書き方　記号を説明できる。

楽譜の読み方　ト音を説明できる。 楽譜の読み方　ト音を復習する。

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

教員の略歴

授業の学習
内容

キーボードを演奏する上での基礎を勉強する。
楽譜の読み方など基礎的な知識を埋める。

到達目標　
楽譜の読み書きができる。ダイアトニックコードの成り立ちを理解しているなどの基礎的な理論、
キーボードの音が出せる、自分の好みの音色が使えるなどの実技の基礎的なものを習得する。

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

キーボードについての基礎知識
（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる)

キーボードについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）
ウォームアップフレーズについて復習する

宇田　隆
志

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression A-4

（Key playing technique 4）

必修
選択



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

ファンクの基礎的な演奏方法について演奏できる

メジャー・マイナースケールについて演奏できる

休符を理解し、アンサンブルについ演奏できる

８ビートの基本について演奏できる

指板の位置を正確に覚え、パフォーマンスについて復習する

ペンタトニックコードについて復習する

音符の長さについて復習する

８ビートの基本について演奏できる

ロックの基礎的な演奏方法について演奏できる

１６ビートの基礎を学び楽曲について演奏できる

ロックの基礎的な演奏方法について演奏できる

１６ビートの基礎を学び楽曲について演奏できる

ファンクの基礎的な演奏方法について演奏できる

メジャー・マイナースケールについて演奏できる

休符を理解し、アンサンブルについ演奏できる

課題曲にあった右手のフォームをマスターするについて演奏できる

クリックのある練習になれ、アンサンブルについて演奏できる

指板の位置を正確に覚え、パフォーマンスについて演奏できる

ペンタトニックコードについて演奏できる

音符の長さについ演奏できる

準備学習　時間外学習(学習課題）

ベースについての基礎知識
（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる)

ベースについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）
ウォームアップフレーズについて復習する

譜面の解説・読み方について演奏できる

運指の方法を知り楽曲に活かすについて演奏できる。

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

休符を理解し、アンサンブルについ演奏できる 休符を理解し、アンサンブルについ演奏できる

教員の略歴

授業の学習
内容

ベーシストとしての基礎力・表現力を養う。

到達目標　 ベーシストとして活躍するためのステージング、アンサンブル力が身に付く。

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

譜面の解説・読み方について復習する

運指の方法を知り楽曲に活かすについて復習する

課題曲にあった右手のフォームをマスターするについて復習する

クリックのある練習になれ、アンサンブルについて復習する

学習内容

遠藤　敬
三

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression B-3

（Ba groove analyze 3）

必修
選択



30

2

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論について演奏できる

８ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる

16ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる
(コードストローク、ソロ)

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用につい演奏できる。

演奏における音楽理論
（マイナースケール）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（インターバル）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

８ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

16ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用について復習する

授業で学んだ内容の復習と教材の音源を使った練習をしっかり行う。

　【使用教科書・教材・参考書】

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について演奏できる

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について演奏できる

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について復習する

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について復習する

楽譜の読み方と書き方について復習する

コードトーン
（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について復習する

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について復習する

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習
する

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

楽譜の読み方と書き方について演奏できる

コードトーン
（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について演奏できる

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について演奏できる

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ギターについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる
ギターについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）
ウォームアップフレーズについて復習する

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論
（マイナー・メジャーペンタトニック）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（メジャースケール）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習
する

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

準備学習　時間外学習

教員の略歴

授業の学習
内容

ギターの基礎知識の向上
様々なビートにあった演奏方法の習得

到達目標　 講師に提示された譜面を初見で間違えずに演奏できるかどうか、また理論的な解釈で説明できるかどうか

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

宇田 大志
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression B-3

（Gt melodic concept 3）

必修
選択

担当教員



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

シャッフル・３連系のグルーヴの習得し演奏を復習する、

シンコペーションを習得し演奏を復習する、

Swing 16thのフレーズを習得し演奏を復習する、

８ビートの仕組み、理解し演奏できる。

正しい演奏フォームを復習する、

メジャーKeyマイナーKeyの代表的なコード進行を復習する、

マイナースケール、ブルーノートハーモニー等発展させたスケール・コードを
復習する、

８ビートの仕組み、理解し演奏を復習する、

１６ビートの仕組み、理解し演奏を復習する、

ソロメイキングを学び演奏を復習する、

１６ビートの仕組み、理解し演奏できる

ソロメイキングを学び演奏できる

シャッフル・３連系のグルーヴの習得し演奏できる

シンコペーションを習得し演奏できる

Swing 16thのフレーズを習得し演奏できる

スティックの持ち方（マッチド・トラディショナル）を説明できる

打楽器に触れる

正しい演奏フォームを説明できる

メジャーKeyマイナーKeyの代表的なコード進行を説明できる

マイナースケール、ブルーノートハーモニー等発展させたスケール・コードを
説明できる

準備学習　時間外学習(学習課題）

ドラムについての基礎知識
（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる)

ドラムについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）
ウォームアップフレーズについて復習する

ドラム譜面の解説・読み方を説明できる

ドラム譜面の書き方を説明できる

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

Swing 16thのフレーズを習得し演奏できる Swing 16thのフレーズを習得し演奏を復習する、

教員の略歴

授業の学習
内容

ドラムを演奏する上で必要な基礎的な技術、知識を学ぶ。
譜面の理解度をあげ様々なジャンルのアンサンブル力を養う。

到達目標　
基礎的なスティックコントロールができる。譜面の読み書きができる。

評価方法と基準 実技による採点１００％

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

ドラム譜面の解説・読み方を復習する、

ドラム譜面の書き方を復習する、

スティックの持ち方（マッチド・トラディショナル）を復習する、

打楽器を復習する、

学習内容

奥　出矢
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression B-3

（Dr groove making 3）

必修
選択



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

コードトーンを復習する。
（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について演奏できる

主要四和音を復習する。
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について演奏できる

音色を変えてのコードを復習する。

コードアレンジ（和音の積み方を復習する。

音色を変えてのコード学び演奏できる。

自分好みの音色を作り。演奏できる。

コードトーン
（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について演奏できる

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について演奏できる

自分好みの音色を復習する。

準備学習　時間外学習 楽器における様々なスタイルについて基礎について反復練習をする。

　【使用教科書・教材・参考書】

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析演奏を復習する。
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

準備学習　時間外学習(学習課題）

キーボードについての基礎知識
（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる)

キーボードについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）
ウォームアップフレーズについて復習する

音色を変えてのコードアレンジを復習する。

オシレーターの説明を復習する。

音色を変えてのコードアレンジ学び演奏できる。

オシレーターの説明学び演奏できる。

楽譜の読み方　ト音を復習する。

楽譜の書き方　音符を復習する。

学習内容

楽譜の書き方　記号を復習する。

ダイアトニックコードを復習する。

楽譜の書き方　音符を説明できる。

楽譜の書き方　記号を説明できる。

ダイアトニックコードを学び演奏できる。

コードアレンジ（和音の積み方）学び演奏できる。

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

教員の略歴

授業の学習
内容

キーボードを演奏する上での基礎を勉強する。
楽譜の読み方など基礎的な知識を埋める。

到達目標　
楽譜の読み書きができる。ダイアトニックコードの成り立ちを理解しているなどの基礎的な理論、
キーボードの音が出せる、自分の好みの音色が使えるなどの実技の基礎的なものを習得する。

評価方法と基準

楽譜の読み方　ヘ音を説明できる。 楽譜の読み方　ヘ音を復習する

楽譜の読み方　ト音を説明できる。

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

実技による採点１００％

授業計画・内容

担当教員 織原 洋子
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression B-3

（Key harmonic concept 3）

必修
選択



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

ハーモニックメソッド

メロディックメソッド

リズミックメソッド

アドリブ：モーダル

スパニッシュスケール

スパニッシュジプシースケール

ジプシースケール

アドリブ：モーダル

アドリブ：コーダル

アドリブ：コードの分解

アドリブ：コーダル

アドリブ：コードの分解

ハーモニックメソッド

メロディックメソッド

リズミックメソッド

ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロウ

メロディックマイナー

スパニッシュスケール

スパニッシュジプシースケール

ジプシースケール

準備学習　時間外学習(学習課題）

前期のおさらい 前期のおさらい

マイナースケール

ハーモニックマイナースケール

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

自由演奏 次のChapterのエクササイズの練習、未達成箇所の復習

教員の略歴

授業の学習
内容

ギターを演奏する上での基礎を勉強する。
ハーモニックコンセプトと関連しているが、こちらでは主にコード、スケール、それぞれのジャンル
特有のスタイルについても学ぶ。ギター歴にかなり差があるので初心者へのフォローをする。

到達目標　
理論、実技をさらに実践的なものに。作曲等も含めてプロミュージシャンとしての礎を築く。
現場に出た際に必要な楽譜読みや、演奏技術、知識を得ることを目標とする。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

マイナースケール

ハーモニックマイナースケール

ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロウ

メロディックマイナー

学習内容

宇田 大志
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression B-4

（Gt melodic concept 4）

必修
選択



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 講義

3 演習

4 講義

5 演習

6 講義

7 演習

8 講義

9 演習

10 講義

11 演習

12 講義

13 演習

14 講義

15 演習

フュージョンの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的なパ

ターンを例題にて説明する。

フュージョンのパターンを基本的なコード進行を用いて体得する。(エ

クササイズ)

前期、後期合わせ自身が良いと思ったジャンルの音楽の長所を

発表する。

中期のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

ファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的な

パターンを例題にて説明する。

初期のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

中期のファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基

本的なパターンを例題にて説明する。

中期のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

近代のファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基

本的なパターンを例題にて説明する。

近代のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

近代のファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基

本的なパターンを例題にて説明する。

近代のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

フュージョンの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的なパ

ターンを例題にて説明する。

フュージョンのパターンを基本的なコード進行を用いて体得する。(エ

クササイズ)

前期、後期合わせ自身が良いと思ったジャンルの音楽の長所を

発表する。

モータウン・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的

なパターンを例題にて説明する。

モータウン・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体得す

る。(エクササイズ)

ファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的な

パターンを例題にて説明する。

初期のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

中期のファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基

本的なパターンを例題にて説明する。

準備学習　時間外学習(学習課題）

ディスコビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体得する。

(エクササイズ)

ディスコビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体得する。

(エクササイズ)

リズム＆ブルースの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的な

パターンを例題にて説明する。

リズム＆ブルースのパターンを基本的なコード進行を用いて体得す

る。(エクササイズ)

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

前週に行った内容を元にそのジャンルの音楽を演奏する。 前週に行った内容を元にそのジャンルの音楽を演奏する。

教員の略歴

授業の学習
内容

現代音楽におけるリズム、音色、各パートの成り立ちの抽出が主な内容で、その種類と手法、また発展や大元を体感すること
をテーマとする。ジャンルの違いを把握し表現をするためにビートの感じ方に関する段階的なメニューを消化し、音楽的感性の
成長に繋げる。スタンダードミディ・ファイルを使用し授業にて体感させ目標とされる演奏基準に到達するためのトレーニング
方、考え方、自己修正などを教授する。

到達目標　
各ジャンルにおける歴史や背景を把握し過去と現代の各ジャンルの違いや価値観を理解することを目標とする。
自身がそのジャンルの音楽に適切だと思うフレーズを選択できることを目標とする。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

リズム＆ブルースの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的な

パターンを例題にて説明する。

リズム＆ブルースのパターンを基本的なコード進行を用いて体得す

る。(エクササイズ)

モータウン・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的

なパターンを例題にて説明する。

モータウン・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体得す

る。(エクササイズ)

学習内容

遠藤　敬
三

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression B-4

（Ba groove analyze 4）

必修
選択
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2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

6/8フィールのファンク・ロック　- Chapter59

ラテン・フィールのファンク - Chapter60

ファンク・セカンドラインフィール・ストレートフィールを織り交ぜ

た応用

セカンドライン・フィールのロック - Chapter56

ニューオリンズ系の3:2型リズムを活かしたビートの実践

シンコペーション色が強いファンクスタイルの実践

JB系のファンク - Chapter55（テキスト)

セカンドライン・フィールのロック - Chapter56

ストレート・フィールのファンク - Chapter57

バウンス・フィールのファンク - Chapter58

ストレート・フィールのファンク - Chapter57

バウンス・フィールのファンク - Chapter58

6/8フィールのファンク・ロック　- Chapter59

ラテン・フィールのファンク - Chapter60

ファンク・セカンドラインフィール・ストレートフィールを織り交ぜ

た応用

モータウンの歴史的背景、代表曲からのグルーヴ抽出

スネア．スリップが特徴的なファンクスタイルの実践

ニューオリンズ系の3:2型リズムを活かしたビートの実践

シンコペーション色が強いファンクスタイルの実践

JB系のファンク - Chapter55（テキスト)

準備学習　時間外学習(学習課題）

スウィング奏法（4ビート）の習得と基礎理解 スウィング奏法（4ビート）の習得と基礎理解

スウィング奏法（4ビート）の習得と4種類のリズムの組み合わせのト

レーニング

スウィング奏法（4ビート）の習得。手足の連動性が複雑化した応用

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

バウンス・フィール・6/8フィールラテン・フィールのファンクを織り

交ぜた応用

バウンス・フィール・6/8フィールラテン・フィールのファンクを織り

交ぜた応用

教員の略歴

授業の学習
内容

現代音楽で頻出する難易度の高いリズムの抽出と分析が主な内容となる。幾つかの代表的な奏法を実践し、特化した技術、
知識を学ぶ。ラテン音楽やジャズにも触れ総合的に音楽の理解を深めていく。

到達目標　
世界共通のリズムを習得する事を目的とし、各種練習の消化や自発的研究活動の延長線上において、様々な音楽ジャンルの
要素を昇華して主体的にリズムの構築が出来る能力を身につける事を目標とする。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

スウィング奏法（4ビート）の習得と4種類のリズムの組み合わせのト

レーニング

スウィング奏法（4ビート）の習得。手足の連動性が複雑化した応用

モータウンの歴史的背景、代表曲からのグルーヴ抽出

スネア．スリップが特徴的なファンクスタイルの実践

学習内容

奥　出矢
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression B-4

（Dr groove making 4）

必修
選択



30

2

回数 日程 授業形態

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 講義

9 講義

10 演習

11 演習

12 演習

13 講義

14 講義

15 演習

ロクリアンの説明

エフェクト紹介１

エフェクト紹介２

楽譜の読み方（現場へ出るための再確認）

Rock でのriff

ブルースのコード進行

テンションノートを使用したソロワーク

楽譜の読み方（現場へ出るための再確認）

オンコードの説明

ディミニッシュ、オーギュメントの説明

オンコードの説明

ディミニッシュ、オーギュメントの説明

ロクリアンの説明

エフェクト紹介１

エフェクト紹介２

Walking Bassを交えたアルペジオ奏法

ペンタトニック、リフ

Rock でのriff

ブルースのコード進行

テンションノートを使用したソロワーク

準備学習　時間外学習(学習課題）

循環コードの説明4-5-6-3 循環コードの説明4-5-6-3

前週からのテンションノート１

テンションノート２

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

後期の重要ポイントと復習 後期の重要ポイントと復習

教員の略歴

授業の学習
内容

１年時、２年前期に習得した実技や理論をさらに発展させて現場でも使えるようにしていく。
より複雑なコード、スケール、それぞれのジャンル特有のスタイルについても学ぶ。

到達目標　
理論、実技をさらに実践的なものに。作曲等も含めてプロミュージシャンとしての礎を築く。
現場に出た際に必要な楽譜読みや、演奏技術、知識を得ることを目標とする。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

前週からのテンションノート１

テンションノート２

Walking Bassを交えたアルペジオ奏法

ペンタトニック、リフ

学習内容

織原 洋子
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression B-4

（Key harmonic concept 4）

必修
選択
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2

回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 演習

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

小テストにて自己への理解度を確認させる。

前期に学んだ理論を楽器を使い行う。

前期項目の復習

M7コードの説明

小テストにて自己への理解度を確認させる。

.属調、下属調への転調(完全4度、完全5度)②

小テストにて自己への理解度を確認させる。

M7コードの説明

小テストにて自己への理解度を確認させる。

７コードの説明

小テストにて自己への理解度を確認させる。

７コードの説明

小テストにて自己への理解度を確認させる。

前期に学んだ理論を楽器を使い行う。

前期項目の復習

小テストにて自己への理解度を確認させる。

.属調、下属調への転調(完全4度、完全5度)①

小テストにて自己への理解度を確認させる。

.属調、下属調への転調(完全4度、完全5度)②

小テストにて自己への理解度を確認させる。

準備学習　時間外学習(学習課題）

もとの調のドミナント→転調後のドミナント　転調の種類 もとの調のドミナント→転調後のドミナント　転調の種類

小テストにて自己への理解度を確認させる。

同主調への転調(短3度、長6度)

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

期末テスト実施と復習 期末テスト実施

教員の略歴

授業の学習
内容

コード進行の仕組みを説明し、Unit毎に小テストを繰り返し自己理解度を認識することをテーマとする。
分析するコード進行を段階的なメニューで消化し、授業にて体感し演奏基準を高め音楽的な感性の成長に繋げる。

到達目標　
様々な楽曲のコード進行を分析する力を身に付け、的確なスケールを選択出来るようになることを目的とする。
作曲、編曲活動にも繋がりベーシストだけにではない活動の気付きが生まれる事が目標となる。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

小テストにて自己への理解度を確認させる。

同主調への転調(短3度、長6度)

小テストにて自己への理解度を確認させる。

.属調、下属調への転調(完全4度、完全5度)①

学習内容

宇田 大志
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression C-3

（Gt chord work 3）

必修
選択
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2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 講義

3 演習

4 講義

5 演習

6 講義

7 演習

8 講義

9 演習

10 講義

11 演習

12 講義

13 演習

14 講義

15 演習

近代のファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基

本的なパターンを例題にて説明する。

リズム＆ブルースの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的な

パターンを例題にて説明する。

リズム＆ブルースのパターンを基本的なコード進行を用いて体得す

る。(エクササイズ)

モータウン・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的

なパターンを例題にて説明する。

モータウン・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体得す

る。(エクササイズ)

ファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的な

パターンを例題にて説明する。

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

初期のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

ファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的な

パターンを例題にて説明する。

近代のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

フュージョンの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的なパ

ターンを例題にて説明する。

フュージョンのパターンを基本的なコード進行を用いて体得する。(エ

クササイズ)

フュージョンの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的なパ

ターンを例題にて説明する。

フュージョンのパターンを基本的なコード進行を用いて体得する。(エ

クササイズ)

初期のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

中期のファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基

本的なパターンを例題にて説明する。

中期のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

近代のファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基

本的なパターンを例題にて説明する。

近代のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

中期のファンク・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基

本的なパターンを例題にて説明する。

中期のファンク・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体

得する。(エクササイズ)

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

前週に行った内容を元にそのジャンルの音楽と復習 前週に行った内容を元にそのジャンルの音楽を演奏する。

　【使用教科書・教材・参考書】

教員の略歴

授業の学習
内容

コード進行の仕組みを説明し、Unit毎に小テストを繰り返し自己理解度を認識することをテーマとする。
分析するコード進行を段階的なメニューで消化し、授業にて体感し演奏基準を高め音楽的な感性の成長に繋げる。

到達目標　
様々な楽曲のコード進行を分析する力を身に付け、的確なスケールを選択出来るようになることを目的とする。
作曲、編曲活動にも繋がりベーシストだけにではない活動の気付きが生まれる事が目標となる。

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ディスコビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体得する。

(エクササイズ)

ディスコビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体得する。

(エクササイズ)

前期、後期合わせ自身が良いと思ったジャンルの音楽の長所を

発表する。

前期、後期合わせ自身が良いと思ったジャンルの音楽の長所を

発表する。

遠藤　敬
三

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

リズム＆ブルースの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的な

パターンを例題にて説明する。

リズム＆ブルースのパターンを基本的なコード進行を用いて体得す

る。(エクササイズ)

モータウン・ビートの歴史的な背景とリズムの起源を説明し、基本的

なパターンを例題にて説明する。

モータウン・ビートのパターンを基本的なコード進行を用いて体得す

る。(エクササイズ)

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression C-3

（Ba chord work 3）

必修
選択
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2

回数 日程 授業形態

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 試験

15 演習

リズム構造の理解とフィールの実践。

８ビート、16ビート、シャッフルビートを織り交ぜた応用

学期末試験実施

16ビートの実践。リード感覚に関する考察。

フィルインに関する考察。

コンガの各ビートにおけるバリエーションの実践。

その他パーカッション（シェイカーやカウベルなど）の

各ビートにおけるバリエーションの実践。

16ビートの実践。リード感覚に関する考察。

16ビートの実践。ゴーストノートに関する考察。

マイナスワン音源を使用したトレーニングの実施

16ビートの実践。ゴーストノートに関する考察。

マイナスワン音源を使用したトレーニングの実施

リズム構造の理解とフィールの実践。

８ビート、16ビート、シャッフルビートを織り交ぜた応用

学期末試験実施

ティンバレスの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ゴーストモーションに関する考察。

フィルインに関する考察。

コンガの各ビートにおけるバリエーションの実践。

その他パーカッション（シェイカーやカウベルなど）の

各ビートにおけるバリエーションの実践。

準備学習　時間外学習(学習課題）

楽器構造と特有な記譜法の理解。 楽器構造と特有な記譜法の理解。

メトロノームを使用した練習の紹介。

カホンの各ビートにおけるバリエーションの実践。

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

前期実施項目の復習と復習 未達成箇所の復習

教員の略歴

授業の学習
内容

パーカッションの基礎的なスタンダードなリズムの抽出とアナライズをテーマとする演習を行う。
テンポの捉え方とリズムトレーニング等の内容も積み重ねていく多角的な演習内容になる。

到達目標　
パーカッションの基礎を習得する事を目的とし、各種トレーニングの消化や自発的研究活動の延長線上にに於いて、タイム感
の重要性を理解しグルーヴに対する発見が生まれる事を目標とする。

評価方法と基準 実技よる採点100%

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

メトロノームを使用した練習の紹介。

カホンの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ティンバレスの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ゴーストモーションに関する考察。

学習内容

大久保
宙

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression C-3
（Percussion 3）

必修
選択



30

2

回数 日程 授業形態

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 試験

15 テスト

16ビートの実践。ゴーストノートに関する考察。

メトロノームを使用した練習の紹介。

カホンの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ティンバレスの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ゴーストモーションに関する考察。

フィルインに関する考察。

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

コンガの各ビートにおけるバリエーションの実践。

フィルインに関する考察。

マイナスワン音源を使用したトレーニングの実施

リズム構造の理解とフィールの実践。

８ビート、16ビート、シャッフルビートを織り交ぜた応用

リズム構造の理解とフィールの実践。

８ビート、16ビート、シャッフルビートを織り交ぜた応用

コンガの各ビートにおけるバリエーションの実践。

その他パーカッション（シェイカーやカウベルなど）の

各ビートにおけるバリエーションの実践。

16ビートの実践。リード感覚に関する考察。

16ビートの実践。ゴーストノートに関する考察。

マイナスワン音源を使用したトレーニングの実施

その他パーカッション（シェイカーやカウベルなど）の

各ビートにおけるバリエーションの実践。

16ビートの実践。リード感覚に関する考察。

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

期末テスト実施と復習 未理解箇所の解明

　【使用教科書・教材・参考書】

教員の略歴

授業の学習
内容

コード進行の仕組みを説明し、Unit毎に小テストを繰り返し自己理解度を認識することをテーマとする。
分析するコード進行を段階的なメニューで消化し、授業にて体感し演奏基準を高め音楽的な感性の成長に繋げる。

到達目標　
様々な楽曲のコード進行を分析する力を身に付け、的確なスケールを選択出来るようになることを目的とする。
作曲、編曲活動にも繋がりベーシストだけにではない活動の気付きが生まれる事が目標となる。

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

楽器構造と特有な記譜法の理解。 楽器構造と特有な記譜法の理解。

学期末試験実施 学期末試験実施

織原 洋子
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

メトロノームを使用した練習の紹介。

カホンの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ティンバレスの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ゴーストモーションに関する考察。

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression C-3

（Key chord work 3）

必修
選択



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

コードトーン
（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について復習する

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について復習する

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習
する

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について演奏できる

８ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

16ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用について復習する

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について復習する

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について復習する

楽譜の読み方と書き方について復習する

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について演奏できる

楽譜の読み方と書き方について演奏できる

コードトーン
（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について演奏できる

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について演奏できる

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論について演奏できる

８ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる

16ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる
(コードストローク、ソロ)

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用につい演奏できる。

準備学習　時間外学習(学習課題）

ギターについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる
ギターについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）
ウォームアップフレーズについて復習する

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論について演奏できる

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習
する

教員の略歴

授業の学習
内容

コード進行の仕組みを説明し、Unit毎に小テストを繰り返し自己理解度を認識することをテーマとする。
分析するコード進行を段階的なメニューで消化し、授業にて体感し演奏基準を高め音楽的な感性の成長に繋げる。

到達目標　
様々な楽曲のコード進行を分析する力を身に付け、的確なスケールを選択出来るようになることを目的とする。
作曲、編曲活動にも繋がりベーシストだけにではない活動の気付きが生まれる事が目標となる。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

演奏における音楽理論
（マイナー・メジャーペンタトニック）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（メジャースケール）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（マイナースケール）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（インターバル）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

学習内容

宇田 大志
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression C-4

（Gt chord work 4）

必修
選択



30

2

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について復習する

楽譜の読み方と書き方について復習する

コードトーン
（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について復習する

演奏における音楽理論
（インターバル）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

８ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

８ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる

16ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる
(コードストローク、ソロ)

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用につい演奏できる。

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について演奏できる

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について演奏できる

楽譜の読み方と書き方について演奏できる

16ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用について復習する

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について復習する

コードトーン
（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について演奏できる

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について演奏できる

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について復習する

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論について演奏できる

演奏における音楽理論
（マイナー・メジャーペンタトニック）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（メジャースケール）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論
（マイナースケール）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習
する

教員の略歴

授業の学習
内容

コード進行の仕組みを説明し、Unit毎に小テストを繰り返し自己理解度を認識することをテーマとする。
分析するコード進行を段階的なメニューで消化し、授業にて体感し演奏基準を高め音楽的な感性の成長に繋げる。

到達目標　
様々な楽曲のコード進行を分析する力を身に付け、的確なスケールを選択出来るようになることを目的とする。
作曲、編曲活動にも繋がりベーシストだけにではない活動の気付きが生まれる事が目標となる。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習
する

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

ベースについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について演奏でき
る

ギターについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）
ウォームアップフレーズについて復習する

遠藤　敬
三

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression C-4

（Ba chord work 4）

必修
選択
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2

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 講義

6 講義

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について演奏できる

主要四和音
（トニック・ドミナント・サブドミナント、それぞれの関係性）について復習する

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習
する

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について演奏できる

ミュートと空ピッキング
（メトロノームを使った様々な練習法について）について復習する

楽譜の読み方と書き方について演奏できる 楽譜の読み方と書き方について復習する

コードトーン（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について演奏できる

コードトーン（メジャー、マイナー）
コードトーンを基にしたフレーズの習得について復習する

８ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

16ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる
(コードストローク、ソロ)

16ビート主体の曲に対するアプローチ
(コードストローク、ソロ)について復習する

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について演奏できる

シンコペーション
(コードストローク、アルペジオ、ソロ)について復習する

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

演奏における音楽理論について演奏できる
演奏における音楽理論
（メジャースケール）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論について演奏できる
演奏における音楽理論
（マイナースケール）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

演奏における音楽理論について演奏できる

コード進行の解析演奏できる
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）

コード進行の解析
（ダイアトニックトニックとコードアルペジオの関係性について）について復習
する

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用につい演奏できる。

シングルノートカッティング
16ビート主体の曲に対するアプローチの応用について復習する

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

演奏における音楽理論
（インターバル）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

８ビート主体の曲に対するアプローチについて演奏できる

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について演奏できる
ギターについての基礎知識（演奏フォームや様々な奏法について）
ウォームアップフレーズについて復習する

演奏における音楽理論について演奏できる
演奏における音楽理論
（マイナー・メジャーペンタトニック）
スケールを基にしたフレーズについて復習する

教員の略歴

授業の学習
内容

パーカッションの基礎的なスタンダードなリズムの抽出とアナライズをテーマとする演習を行う。
テンポの捉え方とリズムトレーニング等の内容も積み重ねていく多角的な演習内容になる。
役割（アンサンブルスタンス）を理解する。

到達目標　
前期のシンプルなリズムフィールの応用を習得する事を目的とし、各種トレーニングの消化や自発的研究活動の延長線上にに
於いて、タイム感の重要性を理解しグルーヴに対する「気付き」が生まれる事を目標とする。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

大久保
宙

授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression C-4
（Percussion 4）

必修
選択

担当教員
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2

回数 日程 授業形態

1 講義

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 試験

15 テスト

多くのアーティストのサポートとしてライブやレコーディングで活躍。

16ビートの実践。ゴーストノートに関する考察。

マイナスワン音源を使用したトレーニングの実施

リズム構造の理解とフィールの実践。

ゴーストモーションに関する考察。

フィルインに関する考察。フィルインに関する考察。

コンガの各ビートにおけるバリエーションの実践。

その他パーカッション（シェイカーやカウベルなど）の

各ビートにおけるバリエーションの実践。

16ビートの実践。リード感覚に関する考察。

16ビートの実践。ゴーストノートに関する考察。

マイナスワン音源を使用したトレーニングの実施

コンガの各ビートにおけるバリエーションの実践。

その他パーカッション（シェイカーやカウベルなど）の

各ビートにおけるバリエーションの実践。

16ビートの実践。リード感覚に関する考察。

リズム構造の理解とフィールの実践。

準備学習　時間外学習 聴力、音感に関するスキル習得。準備復習研究時間として週4時間

　【使用教科書・教材・参考書】

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷

８ビート、16ビート、シャッフルビートを織り交ぜた応用 ８ビート、16ビート、シャッフルビートを織り交ぜた応用

メトロノームを使用した練習の紹介。

カホンの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ティンバレスの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ゴーストモーションに関する考察。

メトロノームを使用した練習の紹介。

カホンの各ビートにおけるバリエーションの実践。

ティンバレスの各ビートにおけるバリエーションの実践。

期末テスト実施と復習 未理解箇所の解明

教員の略歴

授業の学習
内容

コード進行の仕組みを説明し、Unit毎に小テストを繰り返し自己理解度を認識することをテーマとする。
分析するコード進行を段階的なメニューで消化し、授業にて体感し演奏基準を高め音楽的な感性の成長に繋げる。

到達目標　
様々な楽曲のコード進行を分析する力を身に付け、的確なスケールを選択出来るようになることを目的とする。
作曲、編曲活動にも繋がりベーシストだけにではない活動の気付きが生まれる事が目標となる。

評価方法と基準 実技と筆記よる採点100%

授業計画・内容

学期末試験実施 学期末試験実施

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

楽器構造と特有な記譜法の理解。 楽器構造と特有な記譜法の理解。

織原 洋子
授業
形態

演習
総時間
（単位）

選択 年次 2

担当教員

学科・ｺｰｽ パフォーミングアーツ科　昼間部一

科目名
Expression C-4

（Key chord work 4）

必修
選択


