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全国大学音楽教育学会 関西地区学会 
平成 26年度 後期研究会 

 
 
Ⅰ．開会・学会諸連絡（13：30） 
1．理事会報告 
2．諸連絡事項 
3．その他 

 
Ⅱ．研究演奏（13：45～14：40） 
1．ピアノ弾き歌い 竹下 則子（京都聖母女学院短期大学） 
  〝こどもの歌〟メドレー 
 
2．ピアノ独奏 小谷 朋子（常磐会短期大学） 
  ドビュッシー作曲 前奏曲集第２集より 第８曲「水の精」、第１２曲「花火」 
 
3. ピアノ独奏 奥田 昌代（大阪信愛女学院短期大学） 
  ラフマニノフ作曲 プレリュード Op.23-No.4  
  R.コルサコフ作曲 ラフマニノフ編曲 熊蜂の飛行 
 
4．作 品 発 表 山岸  徹（大阪キリスト教短期大学） 
  歌曲「さくら」（作詩・三浦照子、作曲・山岸 徹） 
    「木 蓮」（作詩・三浦照子、作曲・山岸 徹） 
  独唱：伊藤菜穗美（武庫川女子大学）、ピアノ：安本 雅子（大阪青山大学短期大学部 ） 
 
5．ピアノ連弾 プ リ モ：藤本 逸子（東海学園大学） 
        セコンド：久野以早夫（東京福祉大学名古屋キャンパス） 
  モーツァルト作曲 ４手のためのピアノソナタ ＫＶ357 第一楽章 
 
6．ピアノ連弾 プ リ モ：生地 加代（武庫川女子大学） 
        セコンド：山本 敬子（大阪千代田短期大学） 
  ドビュッシー作曲 小組曲より 第１曲「小舟にて」、第４曲「バレエ」 
 
7．ピアノ連弾 プ リ モ：高橋 智子（神戸女子短期大学） 
        セコンド：廣田 周子（神戸女子短期大学） 
  ラヴェル作曲 マ・メール・ロワ より 
   第3曲「パゴダの女王レドロネット」、第5曲「妖精の園」 
 

＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 
 
Ⅲ．講演（15：00～16：30） 

講師：寺尾 正 先生 
演題：誰にでもできる合唱基礎教育 ～合唱教育の盲点 
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 講 演  
 
 講師：寺尾 正 先生  
 演題：誰にでもできる合唱基礎教育 ～合唱教育の盲点 
 
  うたは、人間の心の内にある喜び、悲しみ、怒り、祈り、愛などを声に表し、聴く人に訴える 
 ものです。ましてやコーラスは、多くの人とともにうたい合い、その思いを共有するという集団 
 行為です。うまく演奏できた時のメンバーで分かち合う喜びには格別なものがあります。しかし、 
 コーラスを練習する多くの場面で更なる上達を望んでいるにもかかわらず、なかなか思うに任せ 
 ない現実があります。ここで心に留めなければならないのは、うまくいかない場合、必ず原因が 
 あるということです。うたう人も指導する人もその原因が見つけられないのです。  
  この講演では、我が国の伝統音楽であるわらべうたを用いてシンプルで取り組みやすいカノン 
 （無限）、オルガヌム（平行）の課題を取り上げます。これらの課題の良さは、各声部が同等の 
 立場でその程度に応じて声部を増やしたり減らしたりしながら練習できることです。この単純な 
 課題の中に合唱技能の基礎を養成する最も重要なヒントが隠されています。注意深く取り組めば 
 必ずリズム躍動、美しい響きの輝きを見つけられるでしょう。 
 

＊関連ウェブサイト：大阪教育大学 教員養成課程 音楽教育講座 
          「音楽科 授業改善のためのデジタルコンテンツ」 
            http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~ongaku/works/dc2008.html 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~ongaku/works/dc2009.html 

 
 
 寺尾 正 先生 プロフィール： 
 
 東京芸術大学音楽学部声楽科 卒業、東京芸術大学大学院音楽研究科独唱専攻修士課程 修了 
 現在、大阪教育大学教授、大阪教育大学コーラスセッションディレクター、 
 アンサンブル・ダッフォディル指揮者、日本フーゴー・ヴォルフ協会同人、 
 日本シューベルト協会会員、全日本音楽教育学会会員、日本音楽教育実践学会会員 
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 研究演奏発表趣旨  
 
1．ピアノ弾き歌い   〝こどもの歌〟メドレー 
 

竹下 則子（京都聖母女学院短期大学） 
 
 ピアノの弾き歌いは、ピアノ演奏と歌唱行動を同時におこなうため、歌詞の発音、声量、表情、
ピアノのタッチや強弱などの表現力も低下し、注意や意識が分散しやすくなる。ピアノ演奏におい
て、黒鍵の使用頻度が高くなるほど、演奏難度も高くなり、ミスタッチも多くなることから、弾き
やすい調性を選択するように、学生に助言している。 
 〝こどものうた〟の演奏は、子どもと一緒に歌う機会も多いので、保育者と子どもに適した音域
と自然な発声で歌うことが望ましい。 
 また楽器と声の音量バランスにも注意が必要である。保育室などでは、保育者は生声で弾き歌い
をするが、伴奏の音量が声量より大きくならないようにするべきである。 
 声量や響き、発音などの能力は、呼吸法・発声法などのボイストレーニングによって、後天的に
獲得することが可能であるため、日々の訓練を重要視して、学生に指導している。 
今回の研究発表では、こうした実践指導をふまえて選曲・演奏をおこなう。 
 
 
 
 
 
 
2．ピアノ独奏   ドビュッシー作曲 前奏曲集第２集より 
                      第８曲「水の精」、第１２曲「花火」 

 
小谷 朋子（常磐会短期大学） 

 
 印象派主義音楽の創始者として新しい感覚の世界を開拓したドビュッシーの前奏曲集第2集より、
私は本日2曲を演奏させて頂く。  
 まず1曲目は、水底に住む水の精の歌声が聞こえ てくる「オンディーヌ」。ドビュッシーが特に
眼を向けて表現したのは、水のようにうつろいゆく時間ではないだろうかと考える。次の2曲目は、
多くの観客の先に見える、打ち上げられた「花火」。この曲中でも、ドビュッシーは、時間のなか
に消えてゆく花火を、《ラ・マルセイエーズ》を引用し展開している。 
 ドビュッシーが革新的に描き出した「時間」や「空間」―これらは、保育の現場において、子ど
もの活動を支える不可欠で充実した環境と同じである。 
 演奏者として、また教育者として、私は子どもたちの持つ興味に深く関心を寄せ、楽しい音楽活
動が出来るような環境づくりも研究していきたい。また、子どもの柔らかな感性に働きかけ、豊か
な心を育むためには、保育に関する 知識や技術は欠かせないが、それらを生かすためにも何よりも
子どもを保育するにふさわしい愛情豊かな人間性が必要とされると確信する。 
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3. ピアノ独奏   ラフマニノフ作曲 プレリュード Op.23-No.4  
          R.コルサコフ作曲 ラフマニノフ編曲 熊蜂の飛行 

 
奥田 昌代（大阪信愛女学院短期大学） 

 
 ラフマニノフは同年代のスクリャービンやシェーンベルクとは違い、ロマン主義の流れの中に浸
りきっていた作曲家である。ピアニストであったこともありショパンに心酔していた。19 歳の時に
作曲した有名な嬰ハ短調と後に発表した Op.32 の 13 曲を足して 24 曲となることをみても、明ら
かにショパンの「24 のプレリュード」を意識していると言われている。本日演奏する第 4 曲も、
分散和音の響きの中に叙情的な旋律が埋め込まれるというショパン的でありながら、その後難解に
且つ華やかに展開されていくというラフマニノフ得意の書法による作品となっている。 
 貴族出身である彼はロシア革命を嫌いアメリカに亡命した後は、夏にはスイスで静養し秋からヨ
ーロッパ各地を演奏旅行して廻るという生活を続けた。ピアノの超人的な技巧の持ち主で絶大な人
気を博していたようであるが、有名な曲を彼独自に編曲したものも演奏して喜ばれていた。「熊蜂の
飛行」もそんな中の一曲である。演奏難度の高いシフラ編曲のものも有名であるが、ラフマニノフ
編曲は浮遊感に富み彼らしい気品が感じられる。 
 
 
 
 
 
4．作品発表   歌曲「さくら」、「木蓮」（作詩・三浦照子） 

 
                      作 曲：山岸  徹（大阪キリスト教短期大学） 
                     独 唱：伊藤菜穗美（武庫川女子大学） 
                     ピアノ：安本 雅子（大阪青山大学短期大学部） 

 
＜作曲者からのコメントとして＞  
 「さくら」、「木蓮」の２曲は、兵庫県在住の詩人、三浦輝子氏の詩に基づき平成22年に作曲し、
同年「ひょうご日本歌曲の会 第3回演奏会」（兵庫県立芸術文化センター）にて初演されました。
その後、女声合唱曲にも改作し、「女声合唱曲集 季節の“彩”」（全５曲）に含まれる曲として演奏
されています。 
 画家としても活躍されている三浦照子氏の詩からは、情感あふれる美しい風景が浮かんできます。
しっとりとしてほのかに明るい幻の世界から、何か強く訴えるものを感じるのです。 
 詩から受けた強烈な印象を、自らの音の世界、音空間のイメージに重ね合わせ、音楽作品として
まとめ上げました。 
 本日の発表においては、一昨年に引き続き、本学会会員の伊藤菜穂子氏と安本雅子氏のお二人が
私の歌曲作品をとり上げ、演奏して下さることとなりました。心より感謝いたしております。 
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研究演奏発表趣旨  
 
5．ピアノ連弾   モーツァルト作曲 ４手のためのピアノソナタ ＫＶ357 
                              第一楽章 

 
                プ リ モ：藤本 逸子（東海学園大学） 
                セコンド：久野以早夫（東京福祉大学名古屋キャンパス） 

 
 この作品は、モーツァルトが 30 歳の時（1786 年）、ウィーンで作曲された未完の曲である。こ
の K.357と同じく未完の曲 K.500a を組み合わせて、K.357を第 1楽章、K.500a を第 2楽章とす
る 2楽章ピアノソナタとして、K.497aという新しいケッヘル番号を付ける場合もある。 
 モーツァルトは、K.357 の 98 小節まで作曲した。今回は、ジュリアス・アンドレが手を加え、
207 小節の曲として完成させた版を演奏する。ちなみに、ジュリアス・アンドレは、モーツァルト
が 160小節まで作曲した K.500aにも手を加え、200小節の作品に仕上げている。 
 K.357は、モーツァルトらしい、素直さと明るさに満ちた曲である。なんの衒いもなく素のまま
の美しさを表現することが求められる、非常に難しい作品である。かつて、モーツァルトの作品は
何の屈託もなく音の粒をそろえて演奏するようにと指導を受けたことを思い出す。モーツァルトの
音には単なる美しさだけではなく、人の心に染み入る息使いのようなものが感じられる。短いフレ
ーズにも彼の思いを感じ取ることができる。モーツァルトの人となりと彼の息使いが感じられるよ
うな演奏をしたい。どれだけこの思いに近づけるか、恥を凌いで挑戦した。 
 
 
 
6．ピアノ連弾   ドビュッシー作曲 小組曲より  
           第１曲「小舟にて」、第４曲「バレエ」 
 
                      プ リ モ：生地 加代（武庫川女子大学） 
                      セコンド：山本 敬子（大阪千代田短期大学） 
 
『小組曲』は 4 手ピアノための組曲として 1888 年～1889 年に作曲された初期の作品で、1889

年にドビュッシー自身とジャック・デュラン（フランスの名門音楽出版社デュラン者の御曹司）に
より初演された。ただし、この時点での曲の評価は決して高いものではなかった。声楽曲のジャン
ルでは早い段階から個性を見せていたドビュッシーであったが、同時期のピアノ作品においては、
まだ伝統的な枠から抜け出せているとはいえない。しかしこの『小組曲』では後の革新への第一歩
と感じさせる要素が随所に見られる。 
その後、ドビュッシーの友人であるアンリ・ビュッセルにより、管弦楽用の編曲がなされた（正

確な時期は不明であるが 1907年ごろとされる）。この編曲は『牧神の午後への前奏曲』や『海』な
ど、同時期のドビュッシーの作品に見られる技法が取り入れられており、これによって『小組曲』
は多くの人々に広く知れ渡ることとなった。管弦楽は全体として小規模な編成となっているが、金
管楽器は基本的に弱音器が使用され、打楽器が多いことも特筆される。 
 すべての楽章において、主部と好対照を成す中間部を持つ三部形式（A-B-A’-Coda）で書かれて
いる。各楽章には副題が付されており、「印象主義」の萌芽が感じとれ、後のドビュッシーの革新性
を予言させる小さな傑作である。「印象主義」独特の曖昧な雰囲気を持つ曲が多いドビュッシーの 
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作品において、『小組曲』の各楽章は、いずれも平易で理解しやすい作風が特徴で、近年ではイージ
ーリスニング風に編曲されるなど、多くの人々に親しまれている。 
第 1曲「小舟にて」と第 2曲「行進」の題名は、ドビュッシーが敬愛していたフランスを代表す

る詩人の一人、ポール・ベルレーヌの詩集「艶なる宴」から取られたものと言われている。「艶なる
宴」とは、18世紀のロココ画家ワトーが描いた貴族の優雅な宴を表し、演奏に際しては優雅で繊細、
軽妙洒脱な雰囲気が大切である。また、この詩集は「太陽王」ルイ 14 世時代のフランス古典主義
につながっていくとされ、古典的な旋律を持つ第 3曲「メヌエット」や第 4曲「バレエ」が作曲さ
れた。ルイ 14 世はドビュッシーと同郷で、かつドビュッシーの強力な擁護者であったこと、また
メヌエットなど踊りの名手であったことが、後半 2曲の作曲に関係しているとされる。 
第 1曲：小舟にて 
 ヴェルレーヌの詩集「艶なる宴」にある詩と同じタイトルを持つ。波のような分散和音の上を、
旋律が優雅に、そしてゆるやかに流れていく。管弦楽的な色彩感を意識して演奏する。  

第 4曲：バレエ 
 全体として、後打ちのリズムを用いた生き生きとした曲調で、途中からワルツになり、最後は
色彩的で壮大な終わり方をする。教会的旋法や全音音階など、後の作風に通ずる部分も見え隠
れしている。   

 
 
 
 
 
7．ピアノ連弾   ラヴェル作曲 マ・メール・ロワ より 
            第3曲「パゴダの女王レドロネット」、第5曲「妖精の園」 
                       プ リ モ：高橋 智子（神戸女子短期大学） 
                       セコンド：廣田 周子（神戸女子短期大学） 

 
 人が成長していく過程での知識や感動、様々な個々における経験は、音楽を聴いて何かを想像し
ようとする時に反映される。演奏するにあたり最も大切にしている事は「聴き手に如何に音や響き
を通じて情景を想像させその世界、空間へ導く事が出来るか」という事である。この度演奏する2
曲もラヴェル自身が「マザー・グース」(英米を中心に親しまれている英語の伝承童謡)を題材とし
て作曲した5曲からなる連弾組曲で、作曲者自身がつけた題名からは様々な映像を想像する事が出
来る。連弾ではその映像を共有し音や響きを共に重ねる事で、ソロでは得られない広がりのある空
間になる。またその空間を一つにまとめる難しさもある。学生達へも、ただピアノを鳴らすだけで
はなく、如何なる時でも自ら想像し演奏する事が、保育者として子供達に多大な影響を与えるとい
う事を伝えたい。そしてこの様な音楽を通じて学生達を心豊かな人材に導いていきたいと思う。 
 
 
 
 
 
 


