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 研究者キーワード / Keywords

音楽学(民族音楽学を含む）
カトリックの教会音楽
諸民族の合唱音楽
柴田南雄
ドイツリートの演奏

musicology(including ethnomusicology)
catholic church music

choral music of ethnic-groups

主要業績

 研究内容 / Research Pursuits

『西洋芸術音楽と日本の伝統音楽」『日本の伝統音楽を伝える価値―教育現場と日本音楽―』、京都市立芸術大学日本伝統音楽研究セン
ター　研究報告１

男声合唱団「コール淡水・東京」第5回定期演奏会　指揮、次郎丸智希作曲　男声合唱とピアノのための組曲《とある朝・・・》(初演）

SHIBATA Minao('20 Japanese composer)
performance of German Lieder

音楽学者(民族音楽学）と合唱指揮者、声楽家の３分野を相互関連さ
せながら研究。 １．カトリックの教会音楽について、ミサなどの儀
礼に不可欠であり共通でありながら、多様な民族、地域の共同体ご
とに異なった姿をとる点に着目して、民族音楽学的に研究。２．諸
民族の合唱音楽について、前項のカトリックの音楽とも関連させな
がら、宗教儀礼との関連を中心に、西洋の19世紀的な合唱音楽とは
異なった、声の文化を研究している。３．柴田南雄の合唱音楽につ
いては、その代表的な作品群であるシアター・ピースを中心にし
て、現在、「思考する音楽」という視点から、単行本を執筆してい
る。 ４．合唱指揮者として、複数の男声合唱団を指導し、従来の日
本特有の発声法によらない、むしろグローバルなやり方でトレーニ
ングを行ない、徐々に成果が出てきている。 ５．ドイツリートの演
奏研究を、身体と声との関係、合唱の声などについて研究してい
る。

The standpoint of my research consists of three fields : 
musicology(ethnomusicology), conducting choral 
music, and performance of German Lieder, but these 
are mutually interrelated.　1.  As a musicologist, I have 
studied Catholic church music especially the 
relationship between musics(pl.) and liturgy of Mass in 
various occasion after the Vatican Coucil II.　2.  In 
addition, I have a plan to research a lot of choral music 
performances, not belonging to Western 19C chorus 
convention but to various ethnic or folk groups, so that 
I would like to survey the diversity and variety of the 
culture based on individual voices of peoples.　3.  Now 
I write a book about SHIBATA Minao, an outstanding 
composer of Japan in 20c., whose choral works named 
"theater pieces" are his typical products that make 
performer thinking.　4.  As a conductor, I use a new 
method of training vocal techniques of chorus members 
and the method has recently appeared to be effective 
for singing together.　5.　As a singer, I would develop 
training methods in relationship with body and voice to 
acquire clearer pronunciation of vowels, and apply 
these methods to my singing of German Lieder.
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教育内容 / Educational Pursuits

教育は学部１年生から大学院博士後期課程まで担当している。
１．学部教育は、音楽学概論、西洋音楽史、民族音楽学、等の
講義と、音楽学演習と卒論作成演習を担当している。講義と演
習に用いるテキストはほとんど英語である。また、実技では合
唱と指揮法を担当。さらに全学部向けのLA科目では声の音楽の
部分を分担している。さらに、幼小の教職科目の声楽のレッス
ンも担当している。
２．大学院教育は、博士前期課程では合同で修論作成演習を担
当し、単独では、民族音楽学の英文書籍を輪読する演習で、博
士後期課程の演習は前期と連続して行ない、近年の音楽学文献
に基づいた研究発表を課している。個別の論文研究指導は随時
行なっている。
３．博士論文の執筆の指導は、課程博士だけでなく、学外から
の論文博士も毎年数人おり、常時10人程度が博士論文の執筆を
している状態である。音楽学の博士論文を専門的に高い水準で
出せる大学は、わずかであるが、本学は最も水準の高く厳格な
審査であろう。

At both undergraduate course and graduate course I 
teach each grade, about 80 students who would major in 
music (piano or vocal performance, musicology).
１）Undergraduate course: I give the following lectures; 
musicology introduction, western music history(from 
medieval to renaissance period), ethnomusicology, and 
seminars; a musicology seminar, a guidance seminar for 
a graduation thesis. Most of the texts of lectures are in 
English. I also have a performance class for chorus and 
conducting method. In addition, I give a short seminar 
for liberal arts students, and have an elementary vocal 
technique class.
２）Graduate course: I have two seminars, a guidance 
seminar for a master's thesis with Prof. Kondo, and the 
other an advanced seminar of musicology, where 
members read the texts and discuss the frontiers of 
musicology. The seminar of doctoral course follows that 
of master course and members of this seminar are to 
give certain presentation about a recent thema of 
musicology. If they make an appointment in advance, 
each member is able to have a consultation.
３) Doctoral dissertation: Almost every year, some 
students and scholars are given a doctoral degree under 
my guidance. In the field of musicology in Japan, there 
are few university where high grade dissertations could 
be accomplished, and of course our university always 
gives the chance to get such a high quality.

研究計画

柴田南雄の合唱音楽について、「思考する合唱」という観点から単行本を執筆中で、ほぼ完成している。「思考」の観点は
私自身の音楽研究を総合した大きな成果であり、独自のものである。英語への翻訳を予定。合唱指揮では新しい作品の演奏
と、発声を中心とした声と身体感覚のトレーニングでの新しい試みを続けているが、演奏の質の高さという点で評価されつ
つあり、成果が出ている。今後の活動（中期的計画）：１）カトリックのミサの多様な音楽から、現在に生きる共同体の姿
を民族音楽学により明らかにし、欧米のキリスト教音楽研究と対等の立場に立つことを目指す。日英独での論文発表を予
定。２）歌唱行為の存在論。すでに柴田合唱論の一部で展開されており、自身の合唱指揮と声楽の実践を元にして、感性の
論として音楽を論ずるのでなく、人間の生身に深く関わる存在と捉える。美学への再挑戦である。共同研究は永井和子大阪
音大名誉教授が可能である。

メッセージ

学部（特に音楽表現コース）に入学を希望する皆さんへ：音楽は単に感性がもたらす、なにやら得体の知れないものではあ
りません。感性も必要ですが、たゆまぬ努力とそして、しっかりと考える力が必要です。楽譜からどれだけ考えられるか、
考えるためには、その材料が、いわゆる引き出しがたくさんいります。高校で学んだことは、すべてではなく、引き出しの
つまみぐらいです。大学は自分で自分を耕すところですから、日々、少しずつでも、自分に肥料を播いて下さい。そして、
水と太陽を忘れずに。 大学院（音楽表現学コース）に他大学から入学を希望する皆さんへ：ぜひ、本学の学部（音楽表現
コース）での教育内容を参考にして下さい。英語の文献を読む力は相手の考えを理解する力です。大学院は自分の研究を自
分の力で深めたり広げたりしなければなりません。様々な人たちの考えを理解してはじめて、自分という畑が豊かに実りま
す。
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