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指示に従わない場合は不正行為となることがあります。 
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９．不正行為について 
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2020名芸社帰留１論  



 

2019 年 11 月 16 日  

2020 年度名古屋芸術大学 

社会人、海外帰国生徒、外国人留学生入学試験１期 

入学試験問題 「小論文・作文」 

 

受験番号                 

 

氏  名                 

芸術学部芸術学科 音楽領域 
問. 志願先コース名を記入し、該当する課題を８００字以内で述べなさい。 

 

⑴ 「小論文」 

・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 

① エンターテインメントディレクション系 

自分が将来、コンサート業界関連の仕事に携わると仮定し、今後のコンサート業界に課せられる課

題は何か、あなたの考えを述べなさい。 

②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 

・ワールドミュージック・カルチャーコース 

③自分が関心のある民族楽器を一つ取り上げ、そのルーツやしくみ、音色、実際に使用されている楽

曲などについて以下に説明しなさい。 

 

⑵ 「作文」 

・サウンドメディア・コンポジションコース 

④ 生演奏とコンピュータなどでプログラムされた演奏の違いについて、あなたの考えを述べなさい。 

・ウインドアカデミーコース 

⑤ 日本における吹奏楽の発展とこれから 

・音楽総合コース 

⑥ あなたが本学で専門的に音楽を学ぼうと決めた理由はなんですか？自身の音楽経験も含めて詳

しく述べてください。 

 

選択した

課題番号 
 

 

用紙Ａ 



 

解 答 用 紙 
※ 横書き ⇒ 5     10     15     20     25 
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2020年度

「特別選抜 社会人入学試験1期、 海外帰国生徒入学試験1期、

外国人留学生入学試験1期」 小論文課題

エンタ ー テインメントディレクションコ ー ス

「今後のコンサート業界における課題」

近年、 レンタルCDショップの閉店や、 大手の音楽関係小売店舗でのCD取扱中止が散
見されるが、 これは音楽業界の衰退の現れであろうか。

確かに、 参考デー タを見ると音楽パッケ ージメディアの生産量は減少しており、 ユー

ザーの需要の低下が推察される。
ただ、 その一方で公演数やそれに伴う入場者数は年々増加していることから、 一概に

音楽業界が衰退しているとは考えにくい。
参考データからは、 音楽ソフトの生産量減少の一方で、 音楽配信の売上高や契約数は

増えていることもわかる。 つまり、 音楽がCDやDVDで所有するもので無くなり、 好
きな曲だけを安価にダウンロ ー ドし、 スマホに何千曲でも保存し持ち歩くという傾向
に変化したのだと考える。 大手レンタルショップのTSUTAYAやレコー ド会社等が
配信サイトを立ち上げ、 時代に合わせた音楽の流通を展開していることも、 その裏付
けと言えるだろう。

また、 音楽配信に関して、 ー曲単位のダウンロ ー ド回数が減少し、 定額制契約数が増
加していることから、 ユ ーザーは何曲でも気兼ねなくダウンロ ー ドができる環境にシ
フトしていることが分かる。

それでは、 気に入った曲がいつでも手に入る状況となってもなお公演の回数や入場者
数が増えているのは何故なのか。

音楽配信と公演数（入場者数）、 この両者の増大の間にはYouTubeのような動画配
信が介在すると推測する。
YouTubeでは、好きなアーティストのライブ動画やPVを無料で視聴できる。 最近で
はCDや音楽配信の販売促進のため、 最新曲のPVもリリース直後にアップされるた
め、 ユーザーは最速で新しい情報を入手することが可能だ。 しかしながら、 動画の中
で歌い踊るアーティストは、 あくまでもスマホやPCの中だけのものであり、 視聴者が
さらなる刺激や非日常感を求め、 「本物が見たい（聴きたい）」という衝動に駆られ
るのは自然なことであろう。

以上のことから、 筆者は、 今後のコンサート業界のみならず、 アー ティストも、 ネッ
ト社会等
現代の文化への理解を深め、ユーザーの動向を把握し、非日常感満載のコンサートにす
るために、
現代にマッチした活動ができるかどうかが課題だと考える。



「社会人入学試験1期」「海外帰国生徒入学試験1期」「外国人留学生入学試験1期」

エンタ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 1 ア ートマネジメント系

**************************************** 

解答例）

2011年に起きた東H本大震災だけではなく、 近年の自然災害の被害は大きい。 そのたび

に痛ましいニュ ースが多く報道され、 被災者の生活を保障するサ ー ビスについても報道さ

れる。 多くは、住居、 食料、 医療等、 生命に関わる内容が、 最優先課題として大きく取り上

げられている。

しかし、人々が大きな被害に遭った後に自らの生活を再建していくことは、災害直後の生

活保障とは異なり長期的な考え方が求められるため、被災直後の支援とは質が異なる。それ

は、年齢や家族構成、仕事など、個別的な要素が大きく影響するため、 被災者一人一人によ

って目的や内容が異なるからだ。

そういった時の支援について、東日本大震災では音楽が大きく力を発揮した。具体的には、

まず、避難所で数多くのコンサ ートが行われたことが記憶に残っている。それから、色々な

ア ーティストが東北地方以外でチャリテイコンサ ー トを行い、 集まった義援金が災害復興

に寄付された。 そして、「花は咲く」といった合唱曲が復興への祈りの気持ちとともに歌わ

れた。

このようなことがどのように被災者の力になるのかというと、自分は、①被災者の傷つい

た心を癒す ②支援者の思いを具体的な形に変える ③被災者ではない人と思いを共有す

る ④被災者を勇気づける の4つの力ではないかと考えている。 被災者の一人一人の状

況が異なるため、 生活を再建していくための支援はそれぞれの事情に合わせていく必要が

あるが、 その前提として『前を向く力』が必要になる。 それは、物やお金で提供できるもの

ではなく、 心に届ける目に見えない力だが、 再建に向けての原動力になるものだ。

音楽は、このように目に見える支援ではなく、目に見えない支援をする力がある。よって

人々の「生きる力」となって長い期間の支えになるという社会的な役割があると思う。そし

て、 そのような力は、 音楽だけではなく、 演劇、 ダンス、 美術、 文学、 映画など、 すべての

分野の持っている力だと思う。(799字）



模範解答

 私は、どちらの演奏でも、作曲者と演奏者の意思や考えが伝われば、それはすなわち

「音楽」であると思う。

 人間は昔から、例えば、子供の誕生、お祭りや、近親者の死などで、共に歌い演奏して

きたと、音楽の授業で聞いたことがある。これらからは、「音楽」というものは、人間

の喜怒哀楽を表し、音やリズムを用いて人と人とのコミュニケーションの中で共有しあっ

てきたのではと察することができる。

 一方で現在の音楽では、テクノロジーは必要不可欠で、私たちが聴く多くの音楽が、

電子楽器であるシンセサイザーやサンプラーや打ち込みなどで成り立っている。例えば、

夏フェスでは、これらが打ち込みや事前に録音された音源としてプログラムされ、映像と

同期してコンサートを行なっているが、そのライブで数万人の人が熱狂している現実があ

る。

私は、もしライブ会場で CD を再生しているだけであれば、それはそれほど盛り上がれ

ないと想像する。それは毎回同じものが聴こえてくると予測できるからである。私は、ラ

イブの時に観客が感動するのは、これらの音源とともに演奏者が実際に演奏したり歌 っ

たりすると、「今、何を考えて、何を伝えたいか」ということが観客に伝わるからでは

と思う。

 プログラムされた演奏のよいところは、人間では演奏不可能なカチッとしたリズムや同

じことを繰り返すことができる点である。しかし、これらのライブでは全部がプログラム

された演奏ではなく、例えば、歌やドラムは生で演奏されていることが多い。つまり生演

奏とプログラムとのハイブリッドであるが、完全にロボットでもなく、また、完全に生で

もないハイブリッドな音楽が、今の時代に求められているのであると思う。つまり、音楽

はコミュニケーションであると思うので、生演奏でもプログラムでも、思いや考えが伝

われば、それはすなわち「音楽」であると思う。

 私は、昨年より音楽制作を始めたが、今後の私自身の音楽制作では、このようなハイブ

リッドな音楽を作っていきたいと思っているが、常に、自身の思いや考えを伝えることを

意識しながら、作品を制作していきたい。

862 文字 

サウンドメディアコンポジションコース



設問：日本における吹奏楽の発展とこれから

模範解答
 国際的に見ても日本における吹奏楽の技術水準はかなり高いといえる。その水準を生み出した

理由としてスクールバンドの活動が大きく影響している。多くのスクールバンドの活動の軸とな

っている吹奏楽コンクールは毎年夏に開催され各県大会を経て全国 11 のブロックに分かれた支部

大会から全国大会への代表団体が選出される。全国大会での各団体の演奏はプロをも凌ぐ演奏が

繰り広げられるが、全国に出演できなかった団体でも同世代の国際水準を大きく上回ると言われ

ている。各バンドが上位大会出場を目指して長年切磋琢磨することにより今日の日本における吹

奏楽の発展を支えてきた。

 今後は活動の状況が変化しているため新たな方向性が必要である。部活動の時間は年々減少

し、少子化に伴い部員の数も減少している。その様な環境の変化に合わせて吹奏楽コンクールも

形態を変えていく必要がある。具体的には単一校だけの出演だけでなく複数の学校による合同バ

ンドや、学校を軸としないコミュニティーバンドの参加などがあげられる。またコンクール以外

の活動に目を向けることによって新たな発展に繋がるのではないだろうか。

ウインドアカデミーコース
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