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音楽アウトリーチにおける学生の学びに関する一考察
―広島文化学園大学学芸学部音楽学科の事例から―

髙橋　千絵＊

A Consideration of Student Learning Through Music Outreach 
A case study: Department of Music, Faculty of Arts and Sciences, 

Hiroshima Bunka Gakuen University

Chie TAKAHASHI

　This paper clarifies the educational effects of learning through music outreach at 
universities and demonstrates that music outreach will be required for human resources 
development needed by university music departments. For this research, we handled 
the work undertaken at the Department of Music, Faculty of Arts and Sciences, 
Hiroshima Bunka Gakuen University over the three school years from 2011 to 2013 as a 
practical case study, and used the results of students' practical reports and questionnaire 
surveys of graduates. Through learning with music outreach, the students acquired 
deep knowledge and experience in their major areas of study, learned the necessity of 
being able to communicate, found out about their own lack of knowledge and experience 
as well as the difficulty of two-way communication, and also got a true sense of how 
music outreach is a comprehensive type of learning that also leads to improved conduct, 
manners and human education. From the questionnaire surveys of graduates, we also 
discovered that both their studies and experiences gained through music outreach have 
helped them as educators, when teaching lessons and in everyday conversation, and also 
as musicians.

キーワード：アウトリーチ outreach、人材育成 human resources development、大学教
育 university education

１　はじめに

1-1　研究の背景

　「音楽アウトリーチ」という概念が日本に入っ
てから約15年が経過し、現在では音楽家がさまざ
まな場所に出向き、聴衆との双方向のコミュニ

ケーションを重視した体験活動などを含めたプロ
グラムで行う音楽普及活動が盛んに行われるよう
になってきている。大学の取り組みとしても2001
年度から授業として「音楽によるアウトリーチ」
に取り組んできた神戸女学院大学音楽学部をはじ
め、東京音楽大学、昭和音楽大学などの音楽大学
だけではなく、教員養成課程カリキュラムに取り
入れた宇都宮大学教育学部など、「音楽アウトリー
チ」を授業として導入する大学が増えてきてい
る。これらの大学の取り組みは音楽アウトリーチ
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をおこなう音楽家や、教員養成という立場からの
キャリア教育の一環としての取り組みが多い。し
かしながら、筆者が広島文化学園大学で実践して
いる「音楽によるアウトリーチ活動」の授業を通
して、音楽アウトリーチの学びが、音楽家養成や
教員養成としての効果だけではなく、学生たちの
人間形成そのものにも、役立っているのではない
かと推測するようになった。

1-2　研究の目的

　これまでの音楽アウトリーチの主な研究には、
海外の事例をもとに音楽家と学校教育へのアウト
リーチについて包括し、コーディネーターの必要
性を提言した林（2003a）や、小学校のカリキュ
ラムや指導要領との関係を検証した小山（2009）、
また、人材育成の見地から大学教育との連携につ
いて考察した壬生（2009）、新井・木下（2013）
等がある。が、音楽家養成や教員養成のためのキャ
リア教育としての「音楽アウトリーチ」の研究で
あり、音楽アウトリーチの学びそのものが、学生
に与える教育効果や人材育成についての報告書や
研究は非常に乏しい。本論では、大学での「音楽
アウトリーチ」の取り組みが、学生にとってどの
ような教育効果を与えているのか、また卒業後の
活動にどのように活かされているかを調査するこ
とにより、大学における「音楽アウトリーチ」の
学びの教育効果を明らかにするとともに、より効
果的な授業内容にするために、どのような取り組
みが必要かを考察し、これからの音楽大学に求め
られる人材育成に、「音楽アウトリーチ」が必要
である事を実証し、今後の大学における音楽アウ
トリーチ教育の礎としたいと考えている。

1-3　研究の方法

　広島文化学園大学学芸学部音楽学科が４年生の
必修科目として2011年から取り入れた「音楽によ
るアウトリーチ活動Ⅰ・Ⅱ」の取り組みを検証し、
大学における音楽アウトリーチの取り組みが、学
生に与える効果について考察する。また、同大学
での実践事例においては、学生の実践報告書や見

学レポート、および卒業生のアンケート調査を使
用した。

２　 広島文化学園大学学芸学部音楽学科の
取り組み

　筆者が勤める広島文化学園大学学芸学部音楽学
科は、2011年から全国に先駆け音楽アウトリーチ
を必修科目として開講している。筆者はその必修
科目「音楽によるアウトリーチ活動Ⅰ・Ⅱ」の主
任担当教員として開講当初から３年間に渡り授業
に携わり指導を行っている。本節では、その広島
文化学園大学学芸学部音楽学科での取り組みを紹
介するとともに、音楽アウトリーチを学んだ学生
の実践報告書やレポートおよび卒業生へのアン
ケート調査結果などをもとに、音楽を専門で学ぶ
者が音楽アウトリーチを学ぶことの重要性や必要
性を明らかにする。

2-1  「音楽によるアウトリーチ活動Ⅰ・Ⅱ」授
業の位置づけ

　広島文化学園大学学芸学部音楽学科は1976年に
開設された広島文化女子短期大学（現：広島文化
学園短期大学）音楽学科の歴史を引き継ぐ学科と
して2010年４月に４年制大学へと移行し、定員45
名（編入学10名）として開設された学科である。
教育・保育の「いま」に対応できる実践力を持っ
た教育者の育成をめざした子ども学科も同時に開
設され、それぞれが学芸学部として各学科の特色
を活かしながら、教育連携を図ることでより豊か
な教育を行うことを目指している。
　音楽学科の教育目的は、「音楽に関する専門知
識、演奏技能とともに、人間形成における音楽の
意義について深い洞察を備えた、地域の音楽文
化・音楽教育の担い手となる人材を養成すること
によって、地域社会の音楽文化発展に貢献する人
材を養成する。」１ことであり、その目的を達成さ
せるためのカリキュラムが整えられている。カリ
キュラムの大きな特徴として、他の音楽大学とは
異なり楽器の専攻別や目指す進路や資格などによ
るコース制になっていないことが挙げられる。そ
のため、音楽学科の全学生が同じカリキュラムの
もと、将来の目標や学びたい内容の科目を自由に１　広島文化学園大学ホームページより引用
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の授業は２年次に子どもを対象にした演奏会の開
催、３年次に地域のイベントや老人ホームでの演
奏、美術館でのロビーコンサートなど幅広い年齢
層を対象とした演奏会を開催し、４年次にはホー
ルコンサートを開催するために必要なノウハウを
学び、学びの集大成として実際にホールコンサー
トを開催している。この「演奏活動」の授業の達
成目標は、演奏家に必要な人前で演奏する経験を
積む事だけではなく、対象者に合わせたプログラ
ムの考え方や、司会の仕方、ステージマナー、ニー
ズ調査などを行うことで、一方的な音楽の提供で
はなく、音楽アウトリーチが求める双方向のコ
ミュニケーションを取り入れた音楽の提供を学生
たちに意識づけることであり、４年次の「音楽に
よるアウトリーチ活動Ⅰ・Ⅱ」につながる科目と
して開講されている。
　２年次の「演奏活動Ⅰ・Ⅱ」では学内施設である、
子ども・子育て支援研究センターにおいて、未就
学児とその保護者を対象とした「子どものための
音楽会」を開催している。本番の様子をDVDで
撮影し、保護者にはニーズ調査のアンケートを実
施している。学生たちはアンケート集計とDVD
の視聴を行い、子どもの反応やニーズ調査の結果
をもとに、次の音楽会に向けたプログラム改善を
行っている。また、後期からは「子どものための
音楽会」と並行し近隣の幼稚園、保育園、小学校、
児童館での学外実習も行う。未就学児、園児、児
童の年齢層の違いによる反応の違いやプログラム
の組立て方などを実践的に学ぶことができる授業
内容である。
　３年次の「演奏活動Ⅲ・Ⅳ」では対象者となる
年齢層が広がり、デイサービスや地域のイベント、
美術館のロビーコンサートなどの学外演奏を主に
行う。幅広い年齢層を対象とするため、正しい敬
語を使った言葉遣い、マイクを使用した際のしゃ
べり方、ステージマナーなどを新たに指導してい
る。また、音楽アウトリーチに必要不可欠な演奏
会の依頼者との電話連絡や交渉の仕方なども実践
的な指導を行っている。
　これらの「演奏活動Ⅰ～Ⅳ」の授業において演
奏する楽曲のほとんどは、普段学生たちが学んで
いるクラシック音楽ではなく、子ども向けの童謡
やアニメソング、高齢者向けの昭和歌謡、唱歌な
どの音楽であり、音楽の普及という点においては

履修できるシステムとなっており、演奏家を目指
す者、音楽教員や音楽療法士の資格取得を希望す
る者、音楽を続けていける一般就職を目指す者な
ど、さまざまな将来目標を掲げた学生たちが、同
じカリキュラムのもとで履修を行っている。
　「音楽によるアウトリーチ活動」は、音楽学科
の中核となる科目区分「コア科目」に配置され、
４年生の必修科目として開講されている。これら
の科目群の学びの構成を表したのが次の図１であ
る。

広島文化学園大学学芸学部SYLLABUS2013　１頁より

図１　広島文化学園大学学芸学部音楽学科　学びの構成

　音楽学科の教育目的を達成させるために、カリ
キュラムには２つの大きな柱がある。１つは音楽
の知識と演奏技術を中心とした、従来の音楽大学
での学びにつながる柱である。「ソルフェージュ」
に始まり、音楽理論や音楽史、実技レッスン、各
種アンサンブルなどの科目の上に３年次後期の学
内演奏と４年次後期の卒業演奏が開講されてい
る。２つ目の柱は地域の音楽文化・音楽教育を担
い手となる人材養成を行う科目群である。１年次
の必修科目「地域音楽文化論」をスタートに、地
域の音楽文化・音楽教育に関連する科目群「音楽
と地域」、教職資格科目群「教職」、音楽療法士養
成科目群「音楽療法」の学びがあり、４年次に「音
楽によるアウトリーチ活動」が開講されている。

2-1-1  「音楽によるアウトリーチ活動」につな
がる科目群

　２つ目の柱である地域の音楽文化・音楽教育を
担い手となる人材養成を行う科目群の中に設定さ
れている科目区分「音楽と地域」の「地域音楽活
動」の中に、２年次より選択科目として「演奏活
動Ⅰ～Ⅵ」が開講されている。この「演奏活動」
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業後にどのような音楽家になりたいのか、音楽を
通して何を伝えたいのかを分析させた。
　この自己分析フローチャート図は筆者が授業の
ために作成したものである。第４回・第５回の授
業では、学生自身が考える専攻実技の魅力・特徴
を発表させるとともに、他者から見た専攻実技の
魅力・特徴は何なのかをディスカッションさせ
た。また音楽アウトリーチにおいて対象者に専攻
実技の魅力、特徴をアピールするために、どのよ
うな手立てができるかをグループワークにより検
討させレポートにまとめさせた。第６回・第７回
では実習に向けてのグループ決め、アウトリーチ
プログラムの考え方、進行シートの書き方を指導
した。実習のグルー決めは、学生の要望を踏まえ
ながら、楽器編成上無理のないグループ分けとし
た。進行シートの書き方は慣れるまで難しいた
め、見本を見せ、時間をかけて丁寧に指導した。

目的が一致しているものの、クラシック音楽のよ
さを伝える、本物の音楽を伝えるという音楽アウ
トリーチの活動とは趣旨が異なるものである。し
かし、司会をしながらの演奏、対象者に合わせた
話し方、分かりやすい言い回し、パフォーマンス
やアプローチの仕方など「演奏活動」の実践活動
を通して学んだことは４年次の「音楽によるアウ
トリーチ活動」の実践活動の際に必要な力である
といえる。

2-1-2  「音楽によるアウトリーチ活動」の取り
組み

　「音楽によるアウトリーチ活動Ⅰ・Ⅱ」の授業
は、講義、演習、実習を含む内容で行われ、理論
を学んだうえでワークショップや模擬アウトリー
チを行い、学外でのアウトリーチ実践、反省会と
いう流れで前後期15回ずつの授業を組み立ててい
る。また学外講師を招聘し、学生自身が音楽アウ
トリーチを受ける体験をすることで、音楽アウト
リーチを客観的に見つめる機会を設けている。本
節では、開設年度の2011年から完成年度の2013年
度までの３年間の実践事例を紹介する。

①2011年度の授業実践事例

　2011年は編入学生15名を対象に、筆者とピアノ
教授Ｓ、声楽専任講師Ｎの３名で指導を行った。

「音楽によるアウトリーチ活動Ⅰ」は前期１コマ
90分15回の講義と試験で、音楽アウトリーチ概論
から始まり、７月の学外実習に向けて準備とリ
ハーサルを行い、２日間の実習と振り返り学習を
行った。
　表１は授業実践記録により作成したものであ
る。前期は第13回、第14回の府中緑ヶ丘中学校で
の学外実習に向けての取り組みを中心に、授業構
成を組み立てている。第１回のアウトリーチ概論
では、アウトリーチの言葉の意味から、音楽アウ
トリーチが求められてきた社会背景などを講義
し、学生には聞きなれない「音楽アウトリーチ」
という言葉の理解を深める内容とした。自分を知
ると題した第２、第３回目の授業では、自分にし
かできない音楽とは何かを考えていくために、図
２の自己分析フローチャート図により、学生が卒

表１　授業展開（2011年度前期）
回 大　項　目 講 義 内 容 等
1 アウトリーチとは？ ・アウトリーチ概論
2-3 自分を知る ・自己分析フローチャート

・ 自分と音楽のつながりを整理しよう
・ 自分にしかできない音楽とは何か
・ 分析をもとに自己紹介をしよう

4-5 楽器の魅力を探る ・ 楽器について知っていることをま
とめよう

・ 効果的な楽器紹介をしてみよう
6-7 プログラムを考える ・ アウトリーチプログラムの考え方

・進行シートの作成
8-9 模擬アウトリーチ ・ グループ毎に模擬アウトリーチ

10-12 実習リハーサル ・グループ毎の実習リハーサル
13-14 学外実習 ・府中緑ヶ丘中学校での実習
15 実習振り返り ・ DVDでの振り返り、反省会、意

見交換
・レポート課題提示

16 試験 ・レポート課題提出

（授業実践記録より筆者が作成）

図２　自己分析フローチャート
（筆者が作成）



― 45 ―

研　究　論　文

者の視点に立った見方や考え方が身につくととも
に、音楽アウトリーチならではのアプローチ方法
があることに気付かせることができた。実習はす
べてビデオ録画を行い、実習後の授業において問
題となった部分を再度確認させ、客観的な立場で
良かった点や問題点などの意見を出し合うととも
に、実習報告レポートの作成により後期の実習に
つなげるよう指導を行った。

第８回からは模擬アウトリーチを行い、実習に向
けてグループ毎に準備とリハーサルを行った。グ
ループ毎の準備や練習は各グループ毎に別教室で
行い、担当教員３名が担当グループを交代しなが
ら指導し、リハーサルは合同で学生同士で意見交
換をさせるとともに担当教員３名が指導を行うと
いう形をとった。第13回からの実習の概要は以下
の表２のとおりである。

表２　アウトリーチ実習概要（2011年度前期）
７月15日（金）　府中緑ヶ丘中学校　第１音楽室

時間 クラス 楽器編成 テーマ
1 8：45-9：35 １年５組 2Pf. ピアノ博士になろう

2 9：45-10：35 １年６組 Mar. Drs. マリンバとドラムス
の魅力を知ろう

3 10：45-11：35 １年１組 2Pf. ピアノ博士になろう

4 11：45-12：35 １年４組 Mar. Drs. マリンバとドラムス
の魅力を知ろう

参加者／教員3名、学生4名　計7名

７月19日（火）　府中緑ヶ丘中学校　第１音楽室
時間 クラス 楽器編成 テーマ

1 8：45-9：35 特別
支援学級

電子オルガン
Ten. Cl.

聴いてビックリ！見
てビックリ！さわっ
てビックリ！

2 9：45-10：35 １年３組 2Fl. 2Cl
クラリネットとフルート
を知ろう！
～楽器の仕組み・音色～

3 10：45-11：35 １年２組 2Tp. Hr. 2Tb 金管楽器の音色を知
ろう

4 11：45-12：35 １年７組 2Fl. 2Cl
クラリネットとフルート
を知ろう！
～楽器の仕組み・音色～

参加者／教員３名、学生11名　計14名
（実習記録により筆者が作成）

　前期に実施した実習は、他の科目を欠席させな
ければならなかったため、実習日の２日間をそれ
ぞれの担当学生のみが参加する形をとった。基本
的に学生らは２回の実践活動を行い、１回目の活
動において問題となった部分を２回目で改善して
実践するとともに、他グループの実践を見学する
ことで、客観的にアウトリーチを見る力をつける
よう指導した。２日目の実習は台風による休校に
より中学生を対象とした実践を行うことができな
かったが、中学校の音楽室を利用しての模擬実践
を行い９月のアウトリーチ実習に向けての改善点
などを意見交換した。実践活動でしか分からない
問題点などを即座に指摘し合い、解決策を見出す
ことで学生たちが臨機応変に対応する力や、対象

　表３は後期のシラバスと授業実践記録により作
成したものである。後期は、府中緑ヶ丘中学校と
柿浦小学校での学外実習を中心に、授業構成を組
み立てたほか、学外講師として、児玉真氏（いわ
きアリオス　チーフプロデューサー、財団法人地
域創造プロデューサー）と、田村緑氏（ピアニスト）
を招き、公開講座「アウトリーチによる社会参加
と教育」を開催した。公開講座では最初に児玉真
氏による「アウトリーチの社会的意義とコミュニ
ケーションへの技法」と題しての講演を、次に田
村緑氏による模擬アウトリーチ実践、最後に質疑
応答という形で執り行った。この公開講座は音楽
学科全学生と一般にも公開とし、次年度以降の音
楽アウトリーチの指導への理解を深める活動とし
た。
　表４は2011年後期に実施した府中緑ヶ丘中学校
での実習概要である。後期は２年生６クラスと、
前期に台風で中止となった特別支援学級のアウト
リーチ実践を行った。前期に２クラス分の実習を
行ったグループは１回のみの実践とし、その他の

回 大　項　目 講 義 内 容 等
1-3 学外実習 ・府中緑ヶ丘中学校
4 実習反省会 ・ DVDでの振り返り、反省会、意

見交換
・アウトリーチとは

5-8 プログラムを考える ・ 実習グループ決定、進行シートの
作成

・模擬アウトリーチ
9-10 実習リハーサル ・グループ毎の実習リハーサル
11-12 アウトリーチ公開講座 ・児玉真氏による講演

・田村緑氏によるアウトリーチ実演
・質疑応答

13 実習リハーサル ・ グループ毎の実習リハーサル、意
見交換

・実習準備、打ち合わせ
14-15 学外実習 ・江田島市立柿浦小学校
16 実習振り返り ・ DVDでの振り返り、反省会、意

見交換

表３　授業展開（2011年度後期）

（授業実践記録より筆者が作成）
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のコミュニケーションをとりながら臨機応変に対
応することの難しさや、音楽アウトリーチが対象
者に与える効果などに触れる学生もいた。さら
に、前期に音楽アウトリーチを学ぶ意味が分から
ないとレポートに書いていた学生は、「音楽によ
るアウトリーチ活動」は難しく大変だったが学ん
でよかったなどと発言するなど、一定の教育効果
があったものと推測する。

②2012年の授業実践事例

　2012年は編入学生19名を対象に、筆者とピアノ
教授Ｓの２名で指導を行った。カリキュラム上は
前後期15回ずつと分かれて開講されているが、学
外実習が夏休み期間中であることから、実質30回
の通年授業として授業の組み立てを行った。

グループは特別支援学級をのぞき２回の実践活動
とした。後期の実習は大学の夏休み期間中の実践
という事もあり、事前の指導は各グループの進行
具合を考慮し、それぞれのグループ毎に行い、プ
ログラムは基本的に前期実習のアウトリーチプロ
グラムを軸とした組み立てを行ったが、中学校の
１年生と２年生では生徒の反応や音楽の理解度も
違うため、説明する内容や話し方を変えて実践を
行った。
　実習後はDVDでの振り返り学習を行い、小学
校でのアウトリーチ実践に向けての改善点などを
意見交換した。小学校でのアウトリーチ実践は、
楽器編成を主体にしたグループ分けではなく、３
名のリーダー学生を立て、その学生がやってみた
いアウトリーチ内容に賛同する学生を集めるとい
う形でグループを決定した。
　表５は江田島市立柿浦小学校の実習概要であ
る。小学生を対象とした分かりやすいアウトリー
チ内容にするために、グループ毎に思考を凝ら
し、イラストや掲示物の用意や、衣装の工夫、体
験活動の充実を図った。第16回の実習振り返りで
は、学生たちからより具体的な反省点や意見が出
され、積極的な意見交換がなされた。また対象者
の反応などもよく観察できており、児童と双方向

表４　アウトリーチ実習概要（2011年度後期）
９月15日（木）　府中緑ヶ丘中学校　第１音楽室

時間 クラス グループ テーマ
2 9：45-10：35 ２年２組 2Pf. ピアノ博士になろう

3 10：45-11：35 ２年３組 Mar. Drs. マリンバとドラムス
の魅力を知ろう

参加者／教員３名、学生13名　　計16名

参加者／教員３名、学生13名　　計16名
（実習記録により筆者が作成）

９月16日（金）　府中緑ヶ丘中学校　第１音楽室
時間 クラス グループ テーマ

2 9：45-10：3 特別
支援学級

電子オルガン
Ten. Cl.

聴いてビックリ！見
てビックリ！さわっ
てビックリ！

3 10：45-11：35 ２年５組 2Tp. Hr. Tb 金管楽器の音色を知
ろう

4 11：45-12：35 ２年６組 2Fl. 2Cl
クラリネットとフルート
を知ろう！
～楽器の仕組み・音色～

5 13：40-14：30 ２年１組 2Tp. Hr. Tb 金管楽器の音色を知
ろう

6 14：40-15：30 ２年４組 2Fl. 2Cl
クラリネットとフルート
を知ろう！
～楽器の仕組み・音色～

表５　アウトリーチ実習の概要（2011年度後期）
12月２日（金）　江田島市立柿浦小学校　音楽室

時間 学年（人数） グループ テーマ

3 10：40-11：25 １年生８名
２年生11名

Tp. Tb. Perc.
電子オルガン

音遊び
～世界の音楽～

4 11：50-12：35 ３年生８名
４年生３名 Fl. Pf.

モーツァルト人気の
ひみつ
～なぜ今でも人気が
あるの？

5 14：00-14：45 ５年生12名
６年生５名 Fl. Hr. Pf. 楽器の歴史と進化

～フルートとホルン～

参加者／教員３名、学生15名　　計18名
（実習記録により筆者が作成）

回 大　項　目 講 義 内 容 等
1 アウトリーチとは？ ・ アウトリーチ概論、アウトリーチ

の考え方
・ 教員による模擬アウトリーチ（ピ

アノ楽器紹介編）
2 楽器の魅力を探る ・ 楽器について知っていることをま

とめよう
・効果的な楽器紹介をしてみよう
・ 教員による模擬アウトリーチ
（オーボエ楽器紹介編）

3 自分を知る① ・自己分析フローチャート
・自分と音楽のつながりを整理しよう
・ 教員による模擬アウトリーチ（ア

ンサンブルの楽しみ編）
4 自分を知る② ・自分にしかできない音楽とは何か

・分析をもとに自己紹介をしよう
・ 教員による模擬アウトリーチ（楽

曲分析編）
5 プログラムを考える① ・アウトリーチプログラムの考え方

・ 教員による模擬アウトリーチ（作
曲家紹介編）

6 プログラムを考える② ・進行シートの書き方
・実習グループの決定

表６　授業展開（2012年度前後期）
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びが卒業後にどのような場面で役立ったのかなど
の講話と質疑応答を行った。
　2012年度は2011年度に比べ学外実習の機会は減
少したが、そのぶん集中して事前準備を行うこと
ができた。グループはまず実施してみたいテーマ
を出し合い、そのテーマを３つに絞り学生自身が
興味ある分野のテーマを選ぶことでグループを分
けた。学生の専攻楽器編成が偏っていたため、実
践者は学生全員でなくてもよいことにし、実践者
以外の学生はスタッフとして、資料作成や体験活
動などの補助を行うことで活動に関わるよう役割
分担を行った。

　表６は2012年度の授業記録をまとめたものであ
る。授業内容は2011年度の授業評価アンケートの
結果を受け、より具体的に音楽アウトリーチをイ
メージすることができるよう、パワーポイントを
使った説明に加え、第１回から第５回までの講義
で教員による20分から30分程度の模擬アウトリー
チを実践した。さらに、「演奏活動Ⅰ～Ⅵ」の授
業で行っている活動内容と「音楽アウトリーチ」
の考え方の違いを紹介することで、学生が混乱せ
ずに理解できるよう改善した。教員による模擬ア
ウトリーチは、楽器紹介編（ピアノ、オーボエ）、
アンサンブルの楽しみ編、楽曲分析編、作曲家紹
介編の計５回実施し、さまざまなアプローチで行
うアウトリーチ実践を学生たちに体験させる事
で、柔軟な発想でプログラム作りをおこなうよう
に意識づけをした。さらに、2011年度の実践事例
を写真や進行シートを使い紹介することで、アウ
トリーチ実習をより具体的な形でイメージさせる
事ができた。第７回と８回には外部講師として全
国各地で音楽アウトリーチを行っているトロン
ボーン奏者とピアニストを招聘し、アウトリーチ
の実演と講話を実施した。学外実習は2011年度に
続き府中緑ヶ丘中学校で実施した。実習が夏休み
期間中という事を考慮し、後期の授業開始を前期
15回終了後に７月末から続けて開講し、実習まで
の期間を有効に活用した。実習後の後期14回目に
は2011年度の卒業生２名（ホルン奏者１名および
楽器店ピアノインストラクター１名）を招聘し、
45分のアウトリーチ実演と音楽アウトリーチの学

7-8 学外講師によるアウ
トリーチ実践

・ 加藤直明氏（Tb.）によるアウト
リーチ実演と講話

・質疑応答
9-11 実習に向けて ・実習内容の検討

・グループ毎の実習に向けての練習
12-14 模擬アウトリーチ ・ 楽器紹介の部分を模擬アウトリー

チ、意見交換
15 まとめ ・実習に向けての打ち合わせ
1-2 実習準備 ・実習に向けての練習および準備
3-5 リハーサル ・各グループ毎にリハーサル
6-7 学外実習① ・府中緑ヶ丘中学校（１年生３クラス）
8 反省会① ・ 実習①の振り返りと実習②に向け

ての準備
9-10 学外実習② ・府中緑ヶ丘中学校（１年生３クラス）
11-13 反省会② ・ 各グループ毎に実習②のDVD視

聴、意見交換
14 卒業生によるアウト

リーチ実践
・ 卒業生によるアウトリーチ実演と

講話
・質疑応答

15 まとめ ・アウトリーチとは

（授業記録により筆者が作成） 表７　アウトリーチ実習概要（2012年度）
９月20日（火）　府中緑ヶ丘中学校　音楽室
時間 クラス グループ テーマ

2 9：45-10：35 １年３組 2Tp. Euph. Pf.
知 っ て 発 見！ 見 て
WOW ！
～ Let's体験

3 10：45-11：35 １年４組 Sop. Ten. Pf. 歌うって楽しい！
4 11：45-12：35 １年１組 Mar. Pf. マ・リンバに迫る！！

参加者／教員２名、学生18名　計20名

時間 クラス グループ テーマ

2 9：45-10：35 １年６組 2Tp. Euph. Pf.
知 っ て 発 見！ 見 て
WOW ！
～ Let's体験

3 10：45-11：35 １年５組 Sop. Ten. Pf. 歌うって楽しい！
4 11：45-12：35 １年２組 Mar. Pf. マ・リンバに迫る！！

参加者／教員２名、学生19名　計21名
（実習資料により筆者が作成）

９月28日（金）　府中緑ヶ丘中学校　音楽室

　表７は2012年度の府中緑ヶ丘中学校でのアウト
リーチ実習の概要をまとめたものである。金管楽
器、声楽、打楽器の３チームが２日間にわたり２
回ずつ実践活動を行った。１日目のアウトリーチ
実習の後、大学での授業を１回はさんで２日目の
実習だったため、１回目の実習での気づきや反省
点を修正し、練習させたうえで２回目の実践を行
うことができた。2012年度は、2011年度の学生か
らの要望や教員同士の反省点から、音楽アウト
リーチを体験するプログラムを積極的に組み込
み、第１回の授業から教員の模擬アウトリーチを
実践し学生に体験させるとともに、学外講師によ
るアウトリーチ実践を前期授業に取り入れるなど
の改善を試みたが、学生たちが最初に考えた音楽
アウトリーチプログラムは50分のプログラムの中
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　表８は2013年度の授業概要をまとめたものであ
る。第１回から第５回はパワーポイントを使っ
たアウトリーチ概論の講義と、ワークショップ、
DVD視聴、レポート提出という流れで授業を行っ
た。第６回から第８回は教育実習に行かない学生
たちのみで３グループを作り、模擬アウトリーチ
を行い、学生同士のグループワークや意見交換を
させながら指導を行った。教育実習生が戻ってき
た第９回目からは実習に向けての取り組みを行っ
た。14回、15回目のアウトリーチ見学は、広島文
化学園大学学芸学部音楽学科と安佐南区役所が連
携事業として毎月開催している「小さな音楽会」
において、一般市民を対象に教員（筆者）と学生
３名による30分の音楽アウトリーチ実践をおこな
い、この実践を見学させることで音楽アウトリー
チの様子がより具体的にイメージさせるようにし
た。2011年度、2012年度の実習は、編入学生のみ
という事で学生数も少なかったため、全員での実
践活動を行ったが、2013年度は41名と人数が多く
全員を実習させるのは困難であると判断し、オー
ディション合格チームのみの実施とした。グルー
プ分けは学生の希望とし６チームがオーディショ
ンに向けて練習を重ねた。練習や準備は学生の自
主性に任せ、教員は手助けや助言が必要な場合に
指導を行うという形をとった。オーディションは
公開とし、作成した進行シートの中から該当チー
ムが選んだ活動を15分程度抜き出し本番通りに実
施させ、該当チーム以外の学生が、準備、内容、
チームワーク、話し方、進行シートの５項目ごと
に５点満点で評価するとともに、良かった点、ア
ドバイス、改善点などを記入するようにして審査
を行った。結果は、全学生と教員２名の合計点か
ら平均点を算出し、3.5点以上を合格とし、木管
アンサンブル、サクソフォン四重奏、金管アンサ
ンブルの3チームが実習を行うことに決定した。
　実習は前年度に引き続き府中緑ヶ丘中学校で実
施した。実践をしない学生たちは見学させ、見学
レポートを提出させた。また、教育実習や採用試
験、就職活動などで参加できない学生については、
アウトリーチに関する論文を読ませ、レジュメと

に伝えたい事を詰めすぎてしまい消化できない状
態にあった。そこから本当に伝えたい事、一番重
要なこと、一番聴かせたい曲、自分たちにしかで
きない事を探し出しプログラムにしていく作業に
時間を費やした。実習後の振り返りでは、伝える
ポイントを絞るという事の重要性や、広く浅くで
はなく深い知識が必要である事に気が付いた学生
がおり、音楽アウトリーチは体験するだけではな
く、実践活動を重ねる事が重要である事が分かっ
た。

③2013年の授業実践事例

　2013年は41名を対象に、2012年度に引き続き筆
者とピアノ教授Ｓの２名で指導を行った。2013年
は完成年度であり、１年次から学芸学部音楽学科
の特色ある教育を受けてきた学生たちである。「音
楽によるアウトリーチ活動Ⅰ・Ⅱ」につながる「演
奏活動Ⅰ～Ⅳ」を履修してきた学生も多数いるた
め、授業はスムーズに進行することができた。し
かしながら41人を一度に講義し、学生一人一人に
理解させていくのは困難であった。

表８　授業展開（2013年度前後期）
回 大　項　目 講 義 内 容 等
1 アウトリーチとは？ ・ アウトリーチ概論、アウトリーチ

の考え方
・DVD視聴

2 楽器の魅力を探る ・ 楽器について知っていることをま
とめよう

・ 効果的な楽器紹介をしてみよう、
DVD視聴

3 自分を知る① ・自己分析フローチャート
・ 自分と音楽のつながりを整理しよ

う、DVD視聴
4 自分を知る② ・自分にしかできない音楽とは何か

・ 分析をもとに自己紹介をしよう、
DVD視聴

5 プログラムを考える① ・アウトリーチプログラムの考え方
・進行シートの書き方、DVD視聴

6-8 模擬アウトリーチ ・模擬アウトリーチ実践
9 実習に向けて ・実習内容の検討、グループ決め

10-12 プログラムを考える② ・実習に向けての準備、練習
・模擬アウトリーチ実践など

13 オーディション ・ グループ毎に15分の模擬アウト
リーチ

14-15 アウトリーチ見学 ・ 教員と選抜学生によるアウトリー
チ実践を見学

1-4 実習リハーサル① ・各グループ毎にリハーサル
5-10 学外実習 ・ 府中緑ヶ丘中学校（２年生６クラス）
11-13 反省会 ・各グループ毎に実習②のDVD視聴

・意見交換
14 卒業生によるアウト

リーチ実践
・ 卒業生によるアウトリーチ実演と

講話
・質疑応答
・アウトリーチとは、レポート課題

15 実習リハーサル② ・実習に向けての準備、練習
16 学外実習② ・保育園でのアウトリーチ実践

（授業記録により筆者が作成）



― 49 ―

研　究　論　文

依頼により保育園でのアウトリーチ実践を急きょ
追加で行うことになったため、中学校で実習を
行った３チームがそれぞれ１か所ずつ保育園での
アウトリーチ実習を行うことにした。開催日まで
の期間が短かったため、授業時間以外に指導を行
うことで実習に間に合わせた。

レポートを提出させる事で授業内容を補った。

　表９は2013年度の府中緑ヶ丘中学校での実習概
要をまとめたものである。実習クラスは、事前に
各クラスに所属する吹奏楽部員の人数と担当楽器
を調査し、学生たちの希望に合わせて振り分け
た。対象者は２年生で１年次にも音楽アウトリー
チを受けた生徒たちである。１日目は３グループ
とも緊張した様子で、予定通りに進行できない場
面も多くあったが、２日目の実践では修正し改善
したプログラムで実践を行った。また見学学生も
報告レポートを取りながら熱心に観察を行ってい
た。実習後は第11回から第13回までの３回の授業
を使い、３チームの実践についてDVDを見なが
らグループワークを行い、意見交換を行うことで
反省会を行った。３チームの反省会が終わった14
回目に卒業生１名（ホルン奏者）と教員（ピアノ
教授Ｓ）によるアウトリーチ実演と講話、質疑応
答を前年度に引き続き実施した。
　年間計画では学外実習はこの府中緑ヶ丘中学校
での２回の実践活動のみの予定だったが、NPO
法人「心豊かな家庭環境をつくる広島21」からの

表９　アウトリーチ実習概要（2013年度）
９月19日（木）　府中緑ヶ丘中学校　音楽室
時間 クラス グループ テーマ

2 9：45-10：35 ２年５組 Fl. Ob.
Cl. Pf.

フルート、オーボエ、
クラリネットの音の
出る仕組みについて
知ろう

3 10：45-11：35 ２年３組 2Tp. 2Tb.
Euph. Tub.

金管楽器の音のなる
仕組みを知り音楽三
大要素を知ろう

4 11：45-12：35 ２年２組 4Sax. サックスの魅力を知
ろう

参加者／教員２名　学生32名

時間 クラス グループ テーマ

2 9：45-10：35 ２年４組 2Tp. 2Tb.
Euph. Tub.

金管楽器の音のなる
仕組みを知り音楽三
大要素を知ろう

3 10：45-11：35 ２年６組 4Sax. サックスの魅力を知
ろう

4 11：45-12：35 ２年１組 Fl. Ob.
Cl. Pf.

フルート、オーボエ、
クラリネットの音の
出る仕組みについて
知ろう

9月20日（金）　府中緑ヶ丘中学校　音楽室

参加者／教員２名　学生32名
（実習記録により筆者が作成）

　表10は保育園でのアウトリーチ実習の概要をま
とめたものである。実習は授業回数を考慮し実践
を行う学生のみが参加する形をとった。プログラ
ムは中学校での実習内容を基本にしながら分かり
やすい内容に組み替えた。また、対象者が未就学
児ということもあり、０歳の乳児もいることから、
園児に分かりやすい言葉遣いに加え、園児に怪我
をさせないなどの配慮や、音量調整などを念入り
に行った。

2-2  実践事例およびレポート、アンケートから分析

　2011年からスタートした広島文化学園大学学芸
学部音楽学科の４年次必修科目「音楽によるアウ
トリーチ活動」で得た経験や知識が、学生や卒業
生にどのような効果をもたらしているのかについ
て、４年生41名が書いた実習報告書とおよび見学
レポートを分析するとともに、「音楽によるアウ
トリーチ活動」を学んだ卒業生へのアンケート調
査をもとに分析していく。

2-2-1　学生による実践報告書、レポートから

　2013年度の「音楽によるアウトリーチ活動Ⅱ」
の授業において、府中緑ヶ丘中学校での学外実習
終了後に提出させた実践報告書、および見学レ
ポートから、音楽アウトリーチの授業を通して、
学生たちがどのような気づきを感じたか、①専門

日時 開催場所 グループ テーマ
11月11日

10：30-11：00
みのり
愛児園 4Sax. サックスを知ろう

11月18日
10：45-11：15

船越南部
保育園

2Tp. 2Tb.
Euph. Pf.

金管楽器の音のなる仕組
みを知ろう

11月25日
10：45-11：15

まごころ
保育園

Fl. Ob.
Cl. Pf.

フルート、オーボエ、ク
ラリネットの音の出る仕
組みについて知ろう

表10　保育園でのアウトリーチ実習の概要（2013年度）

（実践資料により筆者が作成）
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・ アウトリーチ活動をすることで、他者とのコ
ミュニケーションも多く取れるようになるし、
大学外に出る事で、立ち振る舞いやマナーつい
ても学べるし、色々勉強になるもんだなと思っ
た。

・ アウトリーチをするうえで、どんな質問にも対
応できるように、知識の洗い流しや曲の分析や、
コミュニケーション能力の強化など、たくさん
のことが必要なんだと見学して思いました。

・ アウトリーチは大変でしたがリハーサルやメン
バーでの話し合いの時間もすごく勉強になりま
した。

④良かったこと
・ 音楽隊の就職試験でアウトリーチの手法を用い

ることができた。アウトリーチを知っていて良
かったと思う瞬間でした。

⑤大変だったこと
・ 公開講座などでアウトリーチを受けてきてはい

たが、実際に自分たちがやるとなるととても大
変だった。

・ テーマが決まっても何を伝えたいのかわから
ず、またテーマを考えての繰り返しで全然先が
見えなかった。

・ アウトリーチの授業は1年間では足りないと思
いました。

⑥今後について
・卒業後もアウトリーチ活動をやっていきたい。
・ アウトリーチをこれからの演奏活動、人生に活

かしていきます。
・ 自分がこの先でアウトリーチをすることがあれ

ば、主観的ではなく客観的な視点を持って活動
することが出来ればいいなと思いました。

　これら①～⑥に分類した記述を分析すると、学
生は「音楽によるアウトリーチ活動」の学外実習
や実習見学を通して、音楽アウトリーチを行うた
めには専門分野に関する深い知識や経験、コミュ
ニケーション能力の必要性を知り、自身の知識や
経験の足りなさや、双方向にコミュニケーション
を取ることの難しさを実感している様子が分か
る。また、音楽アウトリーチが専門分野の知識や
経験、コミュニケーション能力だけでなく、立ち
振る舞いやマナー、人間教育にもつながる総合的
な学びであることに気が付いた学生も居た。特に

分野に関する知識や経験、②コミュニケーション
力、③総合的な学び、④良かったこと、⑤大変だっ
たこと、⑥今後について、の６つに分類し分析す
る。

①専門分野に関する知識や経験
・ クラリネットについて説明することは本当に難

しく、自分は何も知らなかったのだと実感した。
・ 普段、何も考えず楽器を吹き、演奏していたこ

とがよく分かった。
・ 深く、楽器の事、音楽の事を理解していないと

いけないと思った。
・ 自分の伝えたい事に対しての勉強不足に後悔し

ました。
・ 人に伝えるためには、自分はもっともっと勉強

しないといけないと痛感しました。
②コミュニケーション能力
・ 本当に伝えたい事だけを厳選していく事も大切

だと思った。
・ 生徒たちとコミュニケーションをとりつつ柔軟

に進めていかなくてはならないことが分かっ
た。

・ サックスを全く知らない人に魅力を伝えるとい
う事がうまくいきませんでした。

・ 自分たちが普段あたりまえに使っている言葉が
伝わらないというところも難しいなと感じた。

・ 演奏会とはちがって双方とのコミュニケーショ
ンをとりながら進めていき、理解してもらうと
いうのが難しかったです。

・ これから現場に出て働いていく上で咄嗟にその
場で判断し対象者とより深いコミュニケーショ
ンをとる力はとても大切になる。大学生のうち
にその力をさらに高めたいと感じた。

③総合的な学び
・ アウトリーチ実習を見学して、アウトリーチは

音楽家として、人として、自分自身を高めてい
くものだと感じました。

・ これからアウトリーチ活動をするうえで、たく
さん肝に銘じないといけないことを学ぶことが
できました。聴き手の気持ちを考えたり、反応
をしっかり感じ取ったり、時間の重要性だった
り、（中略）一人一人のことを真剣に考えて、
聴き手思いの音楽家としてアウトリーチしてい
きたいと考えました。
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2-2-2　卒業生へのアンケート調査から

　2011年、2012年に「音楽によるアウトリーチ活
動」を履修した卒業生30名（編入学生）を対象に、

「音楽によるアウトリーチ活動」についての意識
調査を行った。その調査用紙に記述された、内容
を①アウトリーチでの学びや経験が、卒業後どの
ような場面で役立ったか、②難しかった点、苦労
した点、理解しにくかった授業内容、③授業内容
に関する今後の要望の③つに分類し分析する。

① アウトリーチでの学びや経験が、卒業後どのよ
うな場面で役立ったか

・ 楽器の魅力を勉強して、ホームレッスンの時に
小さい子どもに知識を話すことができた。

・ 日頃のレッスンで、生徒とのコミュニケーショ
ンをとりながら教えていく時に、自分たちがプ
レゼンテーションした内容はもちろん、他のグ
ループが発表したピアノの中の構造の事など、
自分の専門以外の事も幅広く学べたのが役に
立っています

・ 音楽教室では、子ども達と接することが多いで
す。アウトリーチで実践できたので、話し方や
伝え方がうまくいっていると思います。

・ ピアノ講師としてまだまだ経験は少ないですが
指導の仕方やコミュニケーション力などをほめ
てもらえることが多いです。

・ 対象者が理解し楽しいと感じられる内容にする
取り組みのおかげで、演奏会のMCや解説にと
ても役立った。今まではただ原稿を作ってMC
をしていましたが、聴いている一人ひとりに分
かるように作ると反応が全然違った。

・ コンサートのMCも前までの僕だったらなかな
か話すことができなかったが、アウトリーチで
伝える力を学べたので今ではMCもうまく出来
るようになりました。今後もアウトリーチで学
んだことを活かして音楽活動を頑張っていきま
す。

・ おじぎなどのステージマナーも勉強になりまし
た。

・ 音楽家にとって必要なスキルが学べたと思いま
す。

・ 人と会話をしていて想定外のことが起きても柔
軟に対応できるのは、学生という立場で音楽を

①～③にみられる記述により「音楽によるアウト
リーチ活動」での経験は、学生たちの成長に大き
く関わるものであり、４年間の集大成としての学
びに結びつく重要な活動であることが言えると推
測する。さらに、④良かったこととして就職試験
で役に立ったという記述もあった。しかし、中に
は「警察音楽隊の試験でアウトリーチの課題が出
て、実際の現場で求められていると思った。もっ
と勉強するべきだったと後悔しています。」と記
述した学生もおり、「音楽によるアウトリーチ活
動」の学びが、就職活動にも役立つという事を理
解できていなかった学生が居たことが分かった。
音楽アウトリーチが卒業後どのような場面で役立
つのかだけでなく、就職活動にも役立つという事
を伝えていく必要があると考えられる。また⑤大
変だったこととして、テーマがなかなか決まらな
かった。という記述があった。授業展開の大項目、

「プログラムを考える」の中で、グループ毎に「音
楽アウトリーチを通して自分たちが対象者に一番
伝えたい核心の部分が何なのか」をディスカッ
ションしながら考えていく作業を行っている。こ
れが学生にとって大変な作業であると推測するこ
とができる。学生が考えるアウトリーチプログラ
ムは、伝えたい内容が多すぎたり、テーマが抽象
的で範囲が広いため、対象者に伝わるメッセージ
がぼやけて焦点が絞れなくなってしまっている場
合が多い。それを音楽家が本当に伝えたい事は何
かを明確にするために、伝えたい内容を絞ってい
くことが必要になるのだが、そのためには専門分
野への豊富な知識が必要であり、学生にとっては
難しい作業になったのだと推測できる。⑥の今後
については、卒業後に役立てたいといった記述が
多く見られた。特に見学した学生にこのような記
述が多く見られた。
　これら①～⑥の結果から、学生たちは知識や経
験の足りなさ、勉強不足やコミュニケーションの
難しさを味わいながらも、音楽アウトリーチに対
して、役に立った、勉強になった、もっと勉強し
たかった、今後もやってみたいなど、前向きな感
想を抱いている事が分かった。これは、音楽アウ
トリーチでの学びや経験が学生自身にとって何か
の役に立っているという実感を得ているという表
れであると考えられるのではないだろうか。
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いるのは、設定した目標を達成させるために、す
べての活動、演奏曲目、プログラム順に意味があ
るということ。そして選曲一つにしてもなぜその
曲なのか、どう聴かせたいのか、どう演奏するの
かなど色々と考えた上での、とっておきの一曲で
なければならないということである。授業の中で
はアウトリーチプログラムについて繰り返しディ
スカッションを行うことで、学生たちはプレゼン
テーションの仕方や、分かりやすいアプローチ方
法などを身に着けていく事ができるように指導し
ている。しかしながら、今後はさらに分かりやす
い指導になるよう、卒業生の意見を参考にしなが
ら授業内容の改善を行っていくことを今後の検討
課題としたい。

③授業内容に関する今後の要望
・ 学外実習機会の充実や授業時間の増加など、授

業時間や実習回数をもっと増やすことで、もっ
と深く勉強し経験を積むことが必要である。

　これらの①～③のアンケート記述から、大学で
の音楽アウトリーチの学びが卒業後の進路に関係
なくさまざまな場面で役立っていること、音楽ア
ウトリーチの授業時数の増加や学外実習の機会を
増やすことで、より充実させた授業内容にするこ
とが求められていることが分かった。
　広島文化学園大学学芸学部音楽学科で必修科目
として取り組んでいる「音楽によるアウトリーチ
活動」で得られる知識や経験は、学生たちにとっ
て重要な学びの一つであるとともに、卒業後に即
戦力となれる力を身に着けさせる事ができる科目
として、人材育成という面においても重要な学び
の一つであると言えるだろう。

2-3　今後の授業展開について

　広島文化学園大学学芸学部音楽学科は2013年度
で完成年度を迎え、2014年度からは、授業内容の
改善によるカリキュラムの変更を積極的に行える
状況となる。「音楽によるアウトリーチ活動Ⅰ・Ⅱ」
もこれまでの状況をもとに、授業内容の改善およ
び、授業科目名と開講時期の変更をおこなう事と
した。
　音楽アウトリーチに関する科目の変更点は、科

プレゼンした経験があってからの事です。
・ 自信を持って大人の人とも会話することができ

ます。
・ アウトリーチのおかげで最後まで考えてまとめ

る力が身についたと思う
・ 現在は役に立っている実感はないが今後演奏会

などでMCをするときや、普段音楽を聴かない
人たちにも楽しんでもらえるプログラム作りに
役立てたい。

　これらの記述から、音楽アウトリーチで学んだ
内容や知識、実習での経験などが、卒業後、音楽
家としてだけでなく音楽指導者としてのレッスン
の場や、日常会話においても役立っていることが
分かった。また現時点では役に立っていないとす
る卒業生も今後の活動に役立てたいとしており、
卒業生たちが音楽アウトリーチで得た経験や知識
を、日常生活での様々な場面で役に立っている、
または今後役立てたいと感じていることが分かっ
た。さらに自身の経験だけでなく、他のグループ
が発表した内容も卒業後に役に立ったとする卒業
生も数名おり、グループワークやワークショップ、
模擬アウトリーチなどの経験が活きていることが
わかる。

② 難しかった点、苦労した点、理解しにくかった
授業内容

・ どのように分かりやすくプレゼンするかが難し
かった。

・時間配分が難しい。
・内容をまとめるのがとても大変。
・対象者に伝いたい事を伝えるのが難しい。
・ 興味がない人に少しでも興味を持ってもらう事

が難しい。
・計画を立てるのが難しかった。

　アウトリーチプログラムを組み立てるうえでの
さまざまな取り組みが難しかった点として多く挙
げられていた。学生による実践報告書にも「テー
マが決まらず大変だった。」という記述がみられ
たように、卒業生にとってもアウトリーチプログ
ラムを組み立てていく作業が容易ではなかったこ
とが分かった。授業の中では、アウトリーチプロ
グラムを作成する際に一番重要な事として伝えて
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かった。しかしながら、学生の満足度は十分なも
のではなく、卒業後の進路においても十分に役立
てているとは考えられない事から、完成年後の改
革により開講時期などの変更をおこなう2014年度
以降の取り組みについても追跡調査をおこない、
学生の満足度向上と、即戦力となる人材育成へと
つながる授業内容についての分析を行うことで、
大学に求められる音楽アウトリーチの教育内容に
ついて考察するとともに、2001年から音楽アウト
リーチを取り入れ、アウトリーチ・センターを設
置し、卒業生の斡旋もおこなっている神戸女学院
大学音楽学部や、音楽アウトリーチを取り入れて
いる他大学での取り組みについて、シラバスや卒
業後の活動状況などを調査することにより、大学
での音楽アウトリーチに関するさまざまな取り組
みと、その効果について分析することで、社会で
求められる音楽家の養成とは何か、これからの音
楽大学に求められる「音楽アウトリーチ」の取り
組みとは何かについて、さらに研究していく事を
今後の課題としたい。
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