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【注意事項】 

１．問題・解答用紙が 4枚、下書き用紙（本紙含む）が 2枚あります。 

２．試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。 

３．芸術学部芸術学科＜音楽領域＞の受験者は問題・解答用紙の用紙Ａを使用、 

  芸術学部芸術学科＜芸術教養領域＞の受験者は問題・解答用紙の用紙Ｂ-①～③を使用、 

  人間発達学部子ども発達学科の受験者は問題・解答用紙の用紙Ｃを使用して 

  それぞれ解答を記入してください。 

４．試験中に問題冊子や解答用紙の印刷不鮮明等に気づいた場合は、静かに手を 

  挙げて監督者に知らせてください。 

５．解答用紙の指定された箇所に必ず受験番号と氏名を記入してください。 

６．問題文及び設問文は声に出して読まないようにしてください。 

７．試験終了の合図があったら、すみやかに筆記具をおき、解答をやめてください。 

  指示に従わない場合は不正行為となることがあります。 

８．問題・解答用紙、下書き用紙はいずれも回収します。 

９．不正行為について 

(1) 不正行為には厳正に対処します。 

(2) 不正行為を行った事実が発覚した場合は、その時点で受験を取りやめさせ退室させます。 
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芸術学部芸術学科 音楽領域 

志願先コース名                      

 

問.次の志願先コースの課題１題を選択し、 

①～③を選択した場合は１２００字程度、④⑤を選択した場合は８００字程度で論述しなさい。 

 

＜1200 字程度＞ 

サウンドメディア・コンポジションコース 

① 「20 世紀に誕生した電子楽器やコンピュータ。進化の歴史的な変遷を交えながら音楽の創作とどのよう

に関わってきたか、また将来の展望について述べなさい。」 

音楽ケアデザインコース 

② 「音楽が人に与える生理的・心理的・社会的影響について、あなたの実体験を交えて考えるところを述べ

なさい。」 

 

ポップス・ロック＆パフォーマンスコース 

③ 「J-Pop は日本において最も人気のある音楽ジャンルです。あなたの考える J-Pop とはどのような特徴を

持っていますか。あなたの考えを具体的に述べてください。」 

 

＜800 字程度＞ 

エンターテインメントディレクション＆アートマネジメントコース 

④ エンターテインメントディレクション系 

「近年、大規模なポップス等のコンサートステージは、フライングや大型 LED ビジョンなど、様々な手法

を用いて観客を魅了するものが多くなってきていると言えるが、今後のコンサートステージは、どの様に

変貌していくと考えるか、あなたの考えを述べなさい。」 

 

⑤ アートマネジメント系 

「音楽をはじめとする様々なアートの社会的な役割にはどのようなものがあるか。自分の考えを論ぜよ。」 
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2020 年度 特別選抜「３年次編入学 Ⅰ期」入学試験「小論文」 

対象：サウンドメディアコンポジションコース 

テーマ

「20 世紀に誕生した電子楽器やコンピュータ。進化の歴史的な変遷を交えながら音楽の創作とどのよう

に関わってきたか、また将来の展望について述べなさい」（1,200 字程度） 

1900 年代以降のテクノロジーの進化は、主にエレクトロニクス技術の開発と向上だと言える。すでに

エジソンが「フォノグラフ」という録音と再生のできる機械を発明しており、以降のテクノロジーと音

楽との密接な関係が始まる。第一次世界大戦後にロシアで世界初の電子楽器とされる「テルミン」が開

発され、やがてフランスでは「オンド・マルトノ」という鍵盤とリボンコントローラーを備えた電子楽

器が誕生。この楽器のためにメシアンや多くの作曲家が作品を残した。後にフランスやドイツの放送局

では発振器やテープレコーダーを使った「ミュージック・コンクレート」という創作手法が考案され、

現代のサンプリング手法による音楽制作に繋がるアイデアとなった。 

1960 年代に入ると「シンセサイザー」が開発され、冨田勲、ウェンディ・カルロスらはバッハやドビ

ュッシーの作品を編曲、演奏し、多重録音によりレコードを製作して、その斬新な響きに多くの人々の

関心を集めた。1980 年代以降のデジタル・テクノロジーの発達により音楽を取り巻く環境は大きく変わ

り、音楽制作、作曲支援、レコーディングに飛躍的な可能性と作業効率の向上を持たらし、商業音楽の

制作においてはコストダウンに繋がった。しかしこの急速なデジタル化の波は、音楽本来の存り方を理

解せずに受け入れると、不自然で違和感のある結果を生む。近年アコースティック楽器の存在が再認識

されるようになってきたことは自然淘汰の結果である。 

 私は映画音楽やゲーム音楽に関心があり、パーソナル・コンピュータで DAW ソフトとソフトウェア

音源を使い、作・編曲を行なっている。ソフト音源はオーケストラ楽器のシュミレーションが主体であ

るが、一部、実際に楽器を演奏して録音されたフレーズも含まれており、創作では非常に重宝している。

また、各楽器の音域は実際の楽器に準じているので、非現実的な音域を使ってしまう恐れはほとんどな

い。以前、映画音楽のアクションシーンを想定した短いオーケストラ作品を作曲し、打ち込みをして音

源の制作をした。その作品を音楽の先生に聴いてもらったところ、「このトロンボーンのフレーズは奏法

上、ポジションの移動に無理があって演奏困難」、「ハープは構造上、調弦の制限によって半音階の連続

は不可能」、「フルートのフレーズが延々と続いて、これでは息継ぎができない」などと想定もしない内

容であった。つまり私はこれらの楽器の特性を何も理解していなかったということである。ソフトウェ

ア音源は確かに音色は似ているが、ただ楽譜上の音符を入力するだけでは楽器本来のニュアンスは全く

表現できない。私は幼少の頃からピアノを習っていたが、他の楽器については明らかに認識不足であり、

楽器法の知識を身につけ、機会があればその楽器に触れる必要性を感じた。テクノロジーの進化により

コンピュータ、ソフトウェアが使いやすくなっても、音楽の本質的な部分を見極める能力は、人間の感

性を通して培われるものであり、最先端の AI 技術が導入されたとしても、それは揺るぎのないことであ

る。 

（1,264 文字） 



特別選抜 3年次編入

小論文題

音楽が人に与える生理的·心理的・社会的影響について、あなたの実体験を交えて考える

ところを述べなさい。

解答例

音楽の生理的・心理的・社会的影響について、私自身の生活体験と勤務していた幼稚園の

クリスマス会での体験を基に述べる。

音楽が人に与える生理的影智として考えるのは、音楽と運動のしやすさの関係である。私

はエアロビクスをやったことがあるが、 エアロビクスの激しい動きを継続してできるのは、

音楽があるからであろう。音楽の無い時とある時を比べた場合、ある時のほうがスム ー ズに

動くことができるし疲れを感じない。この様に身体運動を誘発すること、スム ー ズな動きを

促進することは音楽が人に与える生理的影響の一つであると考える。

心理的影響に関しては、カラオケの効果を思い浮かべる。好きな歌をカラオケで歌うと、

気分がすっきりして、仕事の疲れがすっと消える経験をすることがある。また美しい音楽を

聴き感動した時に、持っていたストレスから解放され、リセットされた様なこころの状態に

なることがある。リラックスする為に音楽を聴くことも一般的なことであり、音楽はこころ

の緊張を解く作用があると考えられる。 音楽による気分の発散やリラックスは人に与える

心理的影響であると考える。

音楽の社会的影響については、 学生時代の吹奏楽での活動で感じた一体感や共有感が考

えられる。大会などに出場する際には、厳しい練習を行うが、互いに切磋琢磨するうちに、
一体感や信頼感が生まれてくる。また演奏するなかで、不足と感じれば補う、多すぎると感

じれば減らすなど、音でコミュニケ ー ションをしていると感じることもある。本番では曲の

出来上がりを全員で共有し、演奏終了後の達成感も共有する。さらに結果を享受する感覚も

共有するのである。 この様に人と人とをつなぐ作用、気持ちを一つにする作用は、音楽が人

に与える社会的影響ではないかと考える。

最後に、勤務していた幼稚園でのクリスマス会のことを述べる。一人の保護者から自分の

お子さんの育て方が難しい、と相談を受けたことがあった。とても元気の良い園児なのだが、

自分中心に行動するためにお友達とのいさかいも多く、お母さんが悩んでいた。クリスマス

会では、子ども達が練習してきた担当の楽器を、保護者の前で演奏するという時間があった。

大勢の前での演奏だったため、 あるお子さんが緊張のあまり楽器を落としてしまい泣きだ

した。するとそのお子さんが楽器を拾って泣いている子に手渡し、一緒に演奏するように促

したのである。お母さんは驚き、喜んだ。 練習のときには楽しそうだとしか思っていなかっ

たが、知らないうちに子どもたちに連帯感が芽生えたのではないか。音のタイミングを合わ

せる運動に関わる要素、楽しさの共有から生まれる他者の存在への気付きと配慮、そして皆

で演奏しようという社会性の要素が練習を重ねるうちに生まれていったのではないか、 と

考えた。

以上の様に音楽には人に与える生理的・心理的·社会的影響があり、それは音楽という行

為をするときに明確に現れるものなのだと考える。

(1206 文字）

音楽ケアデザインコース



問題：

J-Popは日本において最も人気のある音楽ジャンルです。 あなたの考えるJ-Popとはど

のような特徴を持っていますか。 あなたの考えを具体的に述べて下さい。

模範解答：

まずJ-Popの特徴を述べるうえで、J-Popの人気を支持する年代の定義が必要と考え

る。 なぜならいわゆる
“
大人世代

”
の人たちが聴いている音楽が、 私にはどのようなも

のかが分からないからだ。 そこで、 ここではJ-Popを好む対象を
“
若者

”
という言葉を

用いて考えを述べたい。
日本で一番人気のある音楽ジャンルはJ-Popであるが、 多くの若者が

‘‘
心地よい

”
と

感じている音楽的共通点をあげることで、 その人気の特徴が理解できる。 J-popの音楽

構成は、 従来流行ってきた洋楽のグルーヴ感とヴォ ーカル、 ギタ ー、 キー ボ ード、 ベー

ス、 ドラムスなどのバンド編成が基盤となっている。 そこに演歌や童謡、 歌謡曲などと

いった邦楽の哀愁を感じさせるメロディーとコ ード進行が加わり、 “日本らしさ
“
とい

う独自の音楽を創りだしている。 また、 Aメロ ． Bメロ ・ サビと続く歌謡曲の定番であ

る構成が、 私たちに慣れ親しんだ音楽的安心感を与えてもいる。 歌詞の面では、 H本語

と英語が混在している歌詞が多いのも、 その特徴と言えるだろう。 ハッキリとした日本

語というよりかは、 多少聴き取り難くてもサウンドとマッチした雰囲気に合った歌詞の
内容に精緻さがある。 その雰囲気には、 ロックのような社会への問題提起やメッセージ

性の強いそれとは対照的で、 若者であるが故の恋愛や青春の悩み、 アイデンテイティに

関するセンシティブな内容が多い。 その歌を同世代のア ーティストが表現することで、

ダイレクトに若者の心に魯き、 共感と親密さを含んで精神的な居場所や共同体意識を感

じさせる
”
心地よい

’
'存在となっている。 洋楽は体感的な心地よさを感じることはできて

も言葉の接がある。 その意味でも、 J-Popは音楽的満足感だけでなく、 情緒的な欲求を

も満たしてくれるのである。 また、 J-Popアーティストたちのステ ージパフォ ーマンス

においてもJ-Pop独特の可愛さやカッコ良さがある。 さまざまな日本人ア ーティストの

個性的な表現や価値観は、 多様化する聴取のニ ー ズと共鳴しあい、 相互的なステ ージパ
フォ ーマンスを作り上げているのもJ-Popの魅力であろう。

このように、 洋楽的なサウンドやグルーヴ感と日本人が慣れ親しんできた哀愁を感じ

させるメロディー とコ ード進行の融合、 そして聴衆を魅了する共感性の高い歌詞や表現

が、 若者の日常的な
“
心地よさ

”
を作り出しており、 それがJ-Popの音楽的な要素だと

考える。 これらに、 個々のア ーティストの個性（声質、 歌い方、 DJサウンド、 ダンス

を含めたライブ ・ パフォ ーマンスなど）が加わり、J-Pop文化は飽きることなく若者を

魅了し続けている。 新しいなかにも日本人的な哀愁が漂う独特なセンスがある音楽が、

私の考えるJ-Popの特徴である。

ポップス・ロック＆パフォーマンスコース






	特別3年次編入1期_小論文_音楽領域・芸術教養領域・子ども発達学科共通【表紙】
	特別3年次編入1期_小論文_音楽領域【問題・解答用紙A】

