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2021 年 5 月 6 日発行 

日本音楽学会 

東日本支部通信 第 67 号 
MSJ East Japan Chapter Newsletter No.67 
 

 

第 67 回 定例研究会報告 

日時： 2021 年 3 月 13 日（土）13：30〜17：30 

司会： 木村 直弘（岩手大学） 

＊ オンライン開催 

 

〈シンポジウム〉 

コロナ禍下での音楽関連授業のあり方をめぐって 

―事例報告と今後の展望―  

  コーディネーター：木村 直弘（岩手大学） 

  パネリスト：朝山 奈津子（弘前大学） 

        谷口 昭弘（フェリス女学院大学） 

        宮澤 淳一（青山学院大学） 

 

宮澤 淳一「がんばりすぎないオンライン授業の模索」 

朝山 奈津子「地方小都市の教育学部における奮闘： 

テキストベースの音楽史、おうちでできる小専音楽」 

谷口 昭弘「「遠隔授業」を振り返る」 

 

 

〈講演〉 

徳丸 吉彦先生講演 

「『ものがたり日本音楽史』を語る」 

 

 

 

 

 

〈シンポジウム〉 

コロナ禍下での音楽関連授業のあり方をめぐって 

―事例報告と今後の展望―  

 

【開催趣旨】（木村 直弘） 

この 2021 年 3 月 11 日で東日本大震災から 10 年と

いう節目を迎えます。実は、旧関東支部と旧東北・北

海道支部が統合し東日本支部が発足したのが 2011 年

4 月 1 日なので、当支部の歴史もほぼ 10 年というこ

とになります。この間、当支部の定例研究会は、東北・

北海道地区でも年１回のペースで開催されてきまし

た。こうした地方開催の例会の企画は、支部例会委員

会ではなく当番校の裁量に任されることが多く、今回

の当番校である岩手大学でも、別にローカル色を出す

必要はないのですが、当初は前回（第 21 回：2014年

3 月 22 日開催）に引き続き震災復興関係、もしくは

サウンドスケープをテーマとする企画を考えていま

した。しかし、時はコロナ禍下。学会活動もリモート

開催が基本となり、対面を前提とする企画は成立しに

くい状況に。そこで、改めて「コロナ禍下」をふまえ

た企画を考えた時、単純に念頭に浮かんだのが「コロ

ナ禍下における聴衆」論でした。しかし、たとえば日

本ポピュラー音楽学会の公開シンポジウム「コロナ禍

と音楽ライブ」等一連のイヴェントがすでに行われて

おり、急な話でもあったので結局パネリストを集めき

れずこちらも断念。発想を転換して、「地方」と「中

央」（あるいは各「支部」）をボーダーレス化する可能

性を秘めた「リモート開催」というワードから発して

最終的に辿り着いたのが、今回の（実質的にはパネル）

企画「コロナ禍下での音楽関連授業のあり方をめぐっ

て：事例報告と今後の展望」です。上述のように場当
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たり的な要素もあり「シンポジウム」として深くディ

スカッションするようなテーマではないかもしれま

せんが、そもそもコロナ禍下でなくとも、同業者たち

がどのような授業をしているかというのは気になる

ところでしょう。そして、コロナ禍発生後１年を経た

今、リモート授業についても各自が工夫をこらし、そ

の問題点やノウハウの共有が可能な時期に来ている

と考えられます。そこで今回は、SNS 等でご自身のリ

モート授業について情報発信されてこられた支部会

員お三方にご登壇いただき、それぞれの事例と問題意

識をご報告いただいてから、フロアの方々からもご自

身の事例などをご披露いただくことによって、今後も

しばらくは続くであろうコロナ禍下での音楽関係授

業のあり方についてのヒントを、（支部にとどまらず）

同業者組合でもある学会全体として共有できればと

考えています。パネリストのお話の要旨は以下の通り

です（登壇順）。 

 

①宮澤 淳一「がんばりすぎないオンライン授業の模

索」  

2020 年度に携わった各種のオンライン授業を報告

し、持続可能な「がんばりすぎない」取り組み方を反

省を含めて検討したい──(1) 教師・学生ともに負荷

をかけすぎない（時間的にも、機会的にも）、(2) ツ

ールを整えすぎない（プリミティヴな使い方で割り切

る）、(3) 無難な著作物利用（権利侵害のグレーゾー

ンを避ける）。 

 

②朝山奈津子「地方小都市の教育学部における奮闘：

テキストベースの音楽史、おうちでできる小専音楽」 

2020 年度前期、弘前大学教育学部で試みたオンデ

マンド授業として、音源を一切含まない「音楽史」

（MS-Teams および OneNote Classnotebook）と、手

拍子や手作り楽器と歌を中心とし受講者が自室で収

録した「小学校音楽基礎」（MS-Teams）の事例を紹介

する。 

 

③谷口 昭弘「「遠隔授業」を振り返る」 

2020 年度の授業では、講義系はオンデマンドの音

声・動画配信、少人数のクラスは課題学習、ゼミや論

文指導はリアルタイムと、様々な形態の遠隔授業を行

った。各々の長所と問題点をペダゴジカルな観点から

振り返りたい。 

 

 

【傍聴記】（葛西 周） 

 周知のとおり、2020 年度はコロナ禍での遠隔授業

対応という、大半の教員がかつて経験したことのない

事態に見舞われた。音楽関連科目では、たとえば従来

の対面授業で CD や DVD、BD を持参して流していたの

と同じことをしようとしても、市販ディスクをリッピ

ング・再配布すると違法性が生じる、引用の範疇を超

えてしまうため作品全編の視聴ができない、扱いたい

資料が無料配信サービスに含まれていない、といった

特有の問題が見られた。本シンポジウムは、遠隔での

音楽関連授業に関する情報発信を積極的に行ってい

る会員を招き、実践事例の紹介をつうじて学会で問題

意識を共有する目的で企画されたことが、木村氏より

説明された。未曾有の 1 年間の試行錯誤を振り返り、

次年度の方針を再検討する機会が、年度末の定例会企

画として設けられたことは喜ばしい。 

 まず宮澤氏は、Tips 集のような形で報告を進め、

LINE 公式アカウントを用いた学生の匿名オープンチ

ャット、Word を画面共有しながらの添削、Google ス

プレッドシートを学生が共同編集して訳文を打ち込

む原書講読、といったツールの活用例が紹介された。

また、学生に模範を示す上でも、スライド上の画像な

どは引用の体裁を取って典拠を明記することにこだ

わるべきだと強調された。引用手続きを踏むことは研

究者にとって至極当然でありながら、オンライン化で

その重要性が再確認され、引用の範疇をめぐる議論が

活発化したと言える。日本ポピュラー音楽学会では

「オンライン学会発表と法的問題：『公衆送信』にお

ける音楽・映像配信の諸問題を中心に」と題された例

会が 2020 年 11 月に催され、弁護士を招いて視聴覚資

料をオンライン発表に含む際の法的問題や方針につ

いて議論がなされた（その報告は同学会 Newsletter

第 127 号に掲載されており、非会員にも公開されてい

る の で 詳 し くは そ ち らを 参 照 いた だ き たい 

https://www.jaspm.jp/wp-content/uploads/2021/03
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/NL127.pdf）。端的に言うと、そこで検証されたのは、

オンラインであれ引用の条件を満たせば著作物の利

用は法的に問題ないということである。これは学会発

表に限らず、授業にも適用可能なガイドラインであろ

う（無論、違法性はなくても YouTube など各プラット

フォーム独自のルールに抵触する場合があるため、

「合法である＝物理的に利用できる」とは限らないと

いう問題は残る）。 

 朝山氏の発表では、通信量を抑えなければならない

条件下で工夫しながら、テキストベースの講義や、録

音のやり取りによる実技を行った事例が共有された。

特に前者では、本来口頭で説明するはずの内容を教科

書の副読本のイメージでオンデマンド教材として書

き起こして毎回配信したとのことだったが、サンプル

教材を見るに大変な労力が想像された。録音・録画の

編集とならんで、配布テキストや動画原稿などの執筆

は授業のオンライン化にあたり多大な時間を取られ

る作業である。朝山氏のテキストは OPAC や NAXOS な

ど参考資料へのハイパーリンクが充実しており、通信

量の目安を表示したり、余力のない学生が読み飛ばし

てもいい箇所に印をつけたり、といった細やかな配慮

が窺えた。それにも拘らずクラスの半数が脱落した理

由として、読むより聞くほうが得意な学生が取り残さ

れた可能性を挙げ、読むことと聞くことのインプット

のバランスを保つ必要姓が指摘された。 

 つづいて谷口氏からは、リーディング教材＋20 分

×3 セットの音声のみの講義音源＋20〜30 分の作品

の動画鑑賞という形での講義構成例が紹介された。遠

隔授業のための通信環境の整備に尽力した大学では

特に、オンデマンド授業は動画配信が前提になりやす

く、これまでスライドを使わずに授業をしていた教員

も新たにスライドを作成しがちであったように思う。

とはいえレジュメのテクストを分割してスライドに

貼るのでは画面に動きがなく、YouTube 慣れした学生

は飽きてしまうと予想されるので、報告者自身は図像

資料を盛り込んで直感的に理解できるスライドをな

るべく多く作るという方法を選び、膨大な手間がかか

った。谷口氏の構成は、過剰なスライド作成・編集を

省きつつ、朝山氏の言う「読むことと聞くことのバラ

ンス」も保てる点で有効に思われた。加えて、リアル

タイム配信で行われた PBL 型授業では、Zoom の性質

上、「一人が話して他は聞く」という構図に陥りやす

かったことへの言及があった。たしかに Zoom では複

数が一斉に話すことはできず、学生をブレイクアウト

ルームに分ければ少人数間の議論は成立させられる

が、全部の部屋の様子を教員が把握することはできな

い。大学のリアルタイム配信ツールとしては Zoom や

Teams、Meet が主力であるが、たとえば SpatialChat

のようなオンライン会議ツールを使うと、全員が同じ

仮想空間にいながら小グループに分かれて同時に議

論し、教員が教室内にいるのと同じように巡回するこ

とも可能である。もっとも、授業用ツールを安易に増

やすことは教員・学生にとって負担にもなり得るため、

慎重な判断が必要かもしれない。 

 ディスカッションでは奥中康人氏より、個人でピア

ノ工房に見学に行ってその様子をピアノに関心のあ

る学生がいる様々な大学の授業に Zoom で同時中継し

た、という事例が共有された。リソースの共有や相互

ゲスト出演は授業準備の過度な負担を直接的に軽減

し、奥中氏の例のように単独ではできない授業も可能

になるため、大学を超えての横の連携は今後も積極的

に検討する価値があるように思われる。 

 今回の登壇者は全員西洋音楽の専門であったが、個

人的には民族音楽や日本音楽の授業担当者の事例や

意見も聞きたかった。報告者は日本音楽史を担当して

いるが、音楽関連科目で一般的に有用とされる Naxos 

Music Library に音源が少なく、市販の視聴覚教材は

オンデマンド授業のための再配布が禁じられている

場合もあり、有用な資料の確保は引き続き大きな課題

として残っている。遠隔授業に関してはどうしても個

別の条件下での問題が多いため、今回のディスカッシ

ョンでもブレイクアウトルームに分かれてからのほ

うが盛り上がりを見せていた。今年度もハイフレック

ス型授業などが展開される見込みであり、かつ遠隔授

業のテクニックを対面授業に援用する可能性も期待

されることから、担当科目や配信方式、使用ツールな

どに応じた小規模な情報交換の場も継続的に持たれ

ることを願う。 
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〈講演〉 

徳丸 吉彦先生講演 

「『ものがたり日本音楽史』を語る」 

 

【傍聴記】（曽村みずき） 

徳丸吉彦先生による本講演は、「『ものがたり日本音

楽史』を語る」と題し、2019 年に刊行された著書『も

のがたり日本音楽史』が、近藤譲『ものがたり西洋音

楽史』（2019）と共に「毎日出版文化賞 特別賞」を受

賞したことを記念に企画されたものである。講演内容

は、『ものがたり日本音楽史』執筆にかんする内容を

中心に据え、前半が日本音楽史記述に至った徳丸先生

自身の歴史、後半が本著の成立背景という、大きく二

つに分けられる。 

徳丸先生の幼少時代は、日本が戦争へと進む時期と

重なる。1943 年に小学校（当時の国民学校）へ入学

すると、国粋主義のもと「ドレミ」を「ハニホ」に変

えて学校唱歌を習った。その後東京の空襲では、家に

あった多くの楽器（三味線・箏・筑前琵琶・ピアノ・

ヴァイオリン）が焼失した。疎開先の茨城県水海道市

（現・常総市）で終戦を迎えると、秋には祭りの太鼓

の音を耳にしたという。戦中・戦後期での音楽にかん

する記憶が、当時の生活とともに鮮明に語られた。 

東京大学文学部美学科へ進学後は西洋音楽を研究

対象としたが、西洋音楽・音楽美学の授業をもちなが

ら、次第に日本音楽を研究することを目指すようにな

った。そのために 10 年間の準備期間を設け、その間

は長唄三味線などの演奏実技の習得のほか、さまざま

な種目の名人による演奏を聴いた。その後は、『岩波

講座 日本の音楽・アジアの音楽』（1988-1989）や『ガ

ーランド世界音楽事典 第 7巻 東アジア The Garland 

encyclopedia of world music Vol.7 East Asia』（2002）

の編集作業に携わり、当時の苦労話を交えながら、こ

れらの経験が日本音楽への広い視野での理解に役立

ったと話された。さらに 1994 年には、ベトナム政府

とユネスコより依頼を受け、ベトナム宮廷音楽再興の

ためのプロジェクトに関与した。国立フエ大学での宮

廷音楽専門コース開設に際しては、社会主義国として

のイデオロギーに直接触れる体験をし、明治期日本に

おける儒学者の思想と通ずるものを感じたという。 

以上のような、日本国内外での多様な研究活動を通

して得た経験が、日本音楽を多角的に捉えることにつ

ながり、日本音楽史記述の基盤となっていることが窺

い知れた。 

講演後半ではまず、『ものがたり日本音楽史』の執

筆に至った経緯について話された。「高校生にも読め

る」ことが執筆の条件にあったそうだが、講演後には

本著に対して、音楽学が専門でない学生にも教科書と

して紹介でき、また文章の書き方も先生の人柄が伝わ

るものだという複数のコメントがフロアから寄せら

れ、その目標は達せられたことと推察された。また執

筆にあたり意識した点について、カリフォルニア大学

ロサンゼルス校時代の同僚でもあったティモシー・ラ

イス Timothy Rice による、「歴史的構築」「社会的維

持」「個人の創作と経験」の三項が相互に影響を与え

ると考える民族音楽学のモデルを挙げた。 

続いて執筆意図を 5 点、以下にまとめる。 

(1)音楽の概念を拡大：日本の鐘の音を音楽と捉えて

記述し、生物音楽学 biomusicology の分野で前提と

する、確定した音高・音階・一定の長さの拍をもたな

い音楽も存在することを強調した。 

(2)日本文化史での音楽記述の不足を解消：従来の日

本史・日本文化史では音楽の記述がほとんどないが、

歴史上の出来事を理解するうえでは、実際に流れてい

た音楽そのものにも注目すべきだとした。 

(3)音楽構造の提示：音楽の響きを知ってもらうため

に、音楽史のジャンル名や人名のみではなく、具体的

な音楽構造の特徴を現在の伝承から記述した（かなり

詳しく書いたため、編集の過程で削除された部分もあ

ったという）。 

(4)口頭伝承を重視：日本音楽の伝統的な稽古では楽

譜を用いず、口頭伝承が中心であった。日本音楽が楽

譜に固定されるのは近代以降であり、音楽の正統性を

自筆譜などの楽譜に求めるのは、日本音楽史では必ず

しも有効とはいえないと考えるようになった。 

(5)社会科学者による日本音楽批判への反論：1960年

代以降世界的に受容された、中根千枝のタテ社会の考

え方と丸山真男のタコツボ論は、日本音楽に対する誤

った理解を広めることとなり、異ジャンル間での歴史

的関係や音楽上の引用の実態は、社会科学からの一般
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化では説明しきれない状況があると指摘した。 

さらに本著で扱えなかった点として、各時代におけ

る演奏実践の変化と、海外における日本音楽の歴史と

現状を挙げた。これらから窺える問題意識は、西洋音

楽・音楽美学・民族音楽学を含む多分野で、かつさま

ざまな地域で研究活動を進めてきた徳丸先生ならで

はの発想だといえよう。 

本講演には、学生から徳丸先生に直接指導を受けた

研究者、東大学生時代から交流をもつ方まで、幅広い

世代からの参加がみられた。質疑では、主に海外研究

者との交流や、日本における日本音楽教育の課題につ

いて問われ、長年にわたって培われた徳丸先生の人脈

の広さと分野を超えた視点からの考えが窺えた。そし

て最後に先生は、自身よりも若い世代の研究者に新し

く日本音楽史を書いてほしいとの願いを語られた。筆

者は日本音楽の新米研究者として、道のりの険しさを

感じつつ、身の引き締まる思いで講演を拝聴した。 
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