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（Notes） 

2020 年度まで「キリスト教原典講読５」 

・大学院科目 NH348「教会音楽史演習１」と併置 

チャペル会館２Ｆ マグノリアルーム 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英国キリスト教会音楽を理解すること 

 

The object of this course is to gain an understanding of the history of English sacred music.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業はイギリス（英国）のキリスト教音楽を説明する。イギリスの宗教音楽は聖歌隊の音楽（特に主教座聖堂とチャペル）と会

衆の音楽（教区教会の音楽）に分けられるため、別々に説明される。この授業は講義形式で行い、音源と楽譜を使用するため、

楽譜を読める必要がある。受講生は宗教改革以前のイギリス礼拝音楽から現在の教会音楽事情まで学ぶ。 

 

This class will focus on the sacred music of the English Christian Church.  This music can broadly divided into that written for, 

and sung by choirs (mainly in cathedrals and chapels), and that sung by congregations in local parish churches.  These two 

types of English sacred music will be explained separately.  As musical scores will be examined in class, a knowledge of music 

and how to read it is necessary for anyone wishing to register for the class.  The class will start with the music of pre-

Reformation England and continue up to the music of the 20th century.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宗教改革以前の礼拝音楽、 その 1: ミサの構造 

2. 宗教改革以前の礼拝音楽、 その 2: サルムプレーンソング 

3. 宗教改革以前の礼拝音楽、 その 3: 15～16 世紀の多声ミサ曲 

4. 宗教改革時代の礼拝音楽、 その 1 

5. ウィリアム・バードの宗教曲 

6. 宗教改革時代の礼拝音楽、その 2：韻律の詩編歌 

7. 学生によるプレゼンテーション 

8. 王政復古と礼拝音楽の関係 

9. 18 世紀の礼拝音楽 

10. 19 世紀の礼拝音楽:主教座聖堂とチャペル 

11. 19 世紀の礼拝音楽:教区教会 

12. 20 世紀の礼拝音楽:主教座聖堂とチャペル 

13. 20 世紀の礼拝音楽:教区教会 

14. 学生によるプレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

出される読書宿題と CD、 などのリスニング 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート１(15%)/レポート２(15%)/プレゼンテーション１(25%)/プレゼンテーション２(25%)/リスニングテスト(20%) 

学部生の評価方法は大学院生よりやさしく行われる 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Stanley Sadie、1993.1-1995.4、『ニューグローヴ世界音楽大事典』、東京 : 講談社 

 

参考文献（Readings） 

1. 相良憲昭、2006、『音楽史の中のミサ曲』、音楽之友社 (ISBN:4-276110521) 

2. 金澤正剛、2005、『キリスト教音楽の歴史』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:4-8184-0550-7) 

Richard Crocker: An Introduction to Gregorian chant (2000) 

Andrew Gant: O Sing Unto the Lord (2015) 



Nicholas Temperley: The Music of the English Parish Church (Cambridge University Press, 1983) 

Kenneth R. Long: The Music of the English Church (St Martin’s Press, 1972) 

Eric Routeley: Short History of English Church Music (Continuum, 1997)  

宮崎光:『聖公会の聖歌―いのちを奏でよ』 (聖公会出 版、 2009 年) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


