
 
※（ ）内は講師名です。 

※Title に★がついているカリキュラムは、通常授業をシミュレートした内容が含まれます。 

8/10（土） 
13:00～14:00 
★ダンス初心者 

(須藤) 
 

14:15～15:15 
★なるほど実感！ 
ボイストレーニング 
（谷口） 

 

15:30～16:10 
★ボーカルチェック 

&アドバイス 
（谷口） 

 

16:20～17:00 
★ボーカルチェック 

&アドバイス 
（谷口） 

 
17:20～18:50 
ゴーゴー！ゴスペル 
（谷口） 

 

19:10～20:40 
大人だって夢は叶う！ 
 ～サラリーマン→ プロミュージシャン 
（小形誠） 

13:00～14:00 
★はったりピアノ 
【超初心者編】 
 (堀口) 

 

14:15～15:15 
★はったりピアノ 
【中級者編】 
 (堀口) 

 
15:30～17:00 
アーティスト能力向上トレーニング 
（堀口） 

 
17:20～18:50 
世界とつながる四畳半スタジオ 
（西山） 

  

13:00～14:00 
★ベース初心者 
（宮澤） 

 
14:15～15:15 
★ギター初心者 
（宮澤） 

      

8/11（日） 
12:30～13:10 
★小･中学生 
限定! 
Vocal 入門 
(青木) 

 

13:20～14:00 
★小･中学生 
限定! 
Vocal 入門 
(青木) 

 

14:20～15:00  
★Vocal ワンポイ 
ント・レッスン 
（重実） 

 

15:10～15:50  
★Vocal ワンポイ 
ント・レッスン 
（重実） 

 

16:10～16:50  
★東郷ボーカル・ 
クリニック 
（東郷） 

 

17:00～17:40  
★東郷ボーカル・ 
クリニック 
（東郷） 

 
18:00～20:00 
ライブハウス K ～松任谷プロデューサー登場！ 
 （松任谷正隆・堀口和男） 

 

12:30～14:00 
スペシャルマンツーマン！ 
ボーカルパフォーマンス 
（須藤） 

 
14:20～15:50 
ボーカルズ・ソングライター 
（東郷） 

 
16:10～17:40 
★作詞のキホン 
（田口） 

   

12:30～14:00 
ライブのキホン～エンターテイメントとは 
（堀口） 

 
14:20～15:50 
アレンジの基礎【リハーモナイズ編】 
（堀口） 

 
16:10～17:40 
プロデュース of ミュージック３ 
（重実） 

   

  
  

時間割 



 

※Title に★がついているカリキュラムは、通常授業をシミュレートした内容が含まれます。 

 

  

カリキュラム詳細 

8/10（土） 
時間 タイトル／カテゴリー 内容・持ち物  担当講師 

13:00～14:00 
★ダンス初心者 

♪Play 

ダンスが初めての方も大丈夫！ 
運動が苦手な方も大丈夫！ 
みんなで楽しく！音楽を身体で感じましょう♪ 

定員10名 

遅刻不可 
須藤彩 

13:00～14:00 
★ベース初心者 

♪Play 

ベースに興味があるけど難しそうで手が出せない人、 
始めたけど指が痛くて挫折した人、 
いっぱいいると思います。 
そんな人々に簡単に楽しく弾ける方法を教えます。 
持ち物：ベース（持ってなければ手ぶらでどうぞ） 

定員 4 名 

遅刻不可 
宮澤崇 

13:00～14:00 

★はったりピアノ 

【超初心者編】 

♪Play 

超初心者なんだけど…さて、コード(和音)から覚え
る？スケール(音階)から覚える？ 
いやいや、今回は目をつぶってても弾ける、それでい
て超かっこいい Play を覚えて帰ってもらうぞ。 

定員 10 名 

遅刻不可 
堀口和男 

14:15～15:15 

★はったりピアノ 

【中級者編】 

♪Play 

C というコードはドミソですが、 
ドミソ以外にファラドなんかを弾いてしまったり、 
ミの♭やソの♭を弾いてしまったりもします。 
そんな世界へお連れします。 

定員 10 名 

遅刻不可 
堀口和男 

14:15～15:15 
★ギター初心者 

♪Play 

ギターに興味があるけど難しそうで手が出せない人、 
始めたけど指が痛くて挫折した人、 
いっぱいいると思います。 
そんな人々に簡単に楽しく弾ける方法を教えます。 
持ち物：ギター（持ってなければ手ぶらでどうぞ） 

定員 4 名 

遅刻不可 
宮澤崇 

14:15～15:15 

★なるほど実感！ 

ボイストレーニング 

♪Training 

ヴォーカリストに必要な、 
日頃のデイリートレーニングの方法、 
知っておきたい必要な基本知識を伝授していきま
す。 

定員10名 

遅刻不可 
谷口守 

15:30～16:10 

16:20～17:00 

★ボーカル 

チェック＆アドバイス 

♪Sing 

自分自身では気づかないあなたのヴォーカリストとし
ての長所と短所。 
プロの目を通してのちょっとしたアドバイスで数段上へ
レベルアップできるかも。 

定員 4 名 

遅刻不可 
谷口守 

15:30～17:00 

アーティスト能力 

向上トレーニング 

♪Training 

音楽アーティストといえども、それを形作るものには様々
な要素が必要です。 
音楽以外のジャンルにも実は大事なものがあるのです。 
そんな意識付けを目的としたトレーニングです。 

定員なし 

遅刻可 
堀口和男 

17:20～18:50 

世界とつながる 

四畳半スタジオ 

♪Lecture(Technique) 

何億円という投資も、ビッグなコネもなくたって、あなた
の音楽を世界中の人々が聴くことができる、そんな世
の中。 
YouTube などのフリーサイトに加え、iTunes にて販
売することだって、何ら不可能ではない。 
ここでは実際にどのような手順を踏んでリリースや公
開まで持っていくのか、何が必要なのかをお教えしま
す。もちろん質問も大歓迎。 

定員なし 

遅刻可 
西山祐樹 

17:20～18:50 
ゴーゴー！ゴスペル 

♪Sing 

ビートルズもストーンズも黒人音楽の影響を受けて
独自のサウンドを構築してきた。そんなポップス、ロック
界の一つの源流に触れてみよう。大きな声、大人数
で作り出すハーモニーの世界でストレス解消！ 

定員なし 

遅刻可 
谷口守 

19:10～20:40 

大人だって夢は叶う！ 

サラリーマン→プロミュージシャン 

♪Lecture(Culture) 

脱サラしてプロミュージシャンとなった小形誠氏のトー
クショー。 
サクセスストーリーや最新の音楽業界情報などなど.. 
夢見るすべての音楽人たちに。 

定員なし 

遅刻可 
小形
おがた

誠 

 

8/11（日） 
時間 タイトル／カテゴリー 内容・持ち物  担当講師 

12:30～13:10 

13:20～14:00 

★小・中学生限定！ 

Vocal 入門 

♪Sing 

あなたの歌はもっともっと魅力的になります！ 
あなたの個性が、もっと生かせるんです。 
歌いたい曲のカラオケを持ってきてください。弾き語り
でも OK。ワンポイントレッスン致します。 

定員 4 名 

遅刻可 
青木由美 

12:30～14:00 

スペシャルマンツーマン！ 

ボーカルパフォーマンス 

♪Play 

「私のパフォーマンスもっとかっこよくしたいな」「違う一
面を見せたい」「歌っていない時はどうしたらいいかわ
からない」など、ボーカリストの悩みを解決するために
ちょっとお手伝いします♪普段やっているパフォーマン
スを実際に拝見しますので、一緒に新しいアプロー
チを考え、創っていきましょう。 

定員 6 名 

遅刻不可 
須藤彩 

12:30～14:00 

ライブのキホン 

～エンターテイメントとは 

♪Lecture(Culture) 

ライブ、配信、CD、発表会…あなたとオーディエンスは
どんなことでつながっていくのでしょう？ 
エンターテイメントとは何か？ポピュラリティとは何か？ 
参加者全員で掘り下げていく 90分。 

定員なし 

遅刻可 
堀口和男 

14:20～15:00 

15:10～15:50 

★Vocal ワンポイント 

レッスン 

♪Sing 

或る一言のアドバイスが、ボーカリストの持つ既成概念
を一瞬にして溶かし去り、急激に上達することはあるん
です。生まれ変わるつもりで来てください！カラオケ持参
か、ピアノ弾き語りまたはギター弾き語りでお願いしま
す。 

定員 3 名 

遅刻不可 
重実博 

14:20～15:50 
ボーカルズ・ソングライター 

♪Lecture(Culture) 

どんな楽器にも勝る無限の可能性のある楽器、 
『声』を使って、アンサンブルを作ったり、 
歌が歌えるってだけで、曲が作れるってことを実感しまし
ょう！！ 

定員10名 

遅刻可 
東郷昌和 

14:20～15:50 

アレンジの基礎３ 

 【リハーモナイズ編】 

♪Lecture(Technique) 

リハーモナイズとは、メロディに対するコード（和音）を
付け替えることです。今回は同じメロディをいろんな
ジャンルに変化させるコツを伝授します。 
作曲やコーラスワークにも応用できる、とても大事な
テクニックだよ。 

定員なし 

遅刻可 
堀口和男 

16:10～16:50 

17:00～17:40 

★東郷ボーカルクリニック 

♪Sing 

声がなかなか出ないというキミ、 
音痴なんですと言うアナタ、 
この曲歌いたいけどうまく歌えないっていう人。 
その場で治してみせましょう！ 

定員 4 名 

遅刻可 
東郷昌和 

16:10～17:40 

プロデュース Of 

 ミュージック ３ 

♪Lecture(Culture) 

音楽が出来上がるきっかけとして・・・コード展開から、ビ
ートパターンから、楽器の音色から、一つの言葉から、
耳にした他人の曲から、詞のテーマから、映像イメージ
から・・・数々あります。それ等から出発し、オリジナリティ
ーある音楽へと作り上げる作業を、実例を交え解説し
ます。 

定員なし 

遅刻可 
重実博 

16:10～17:40 
★作詞のキホン 

♪Create 

詞を書くのに大切なこと、知らない人が意外と多い
んです。 
これから作詞を始める人も、詞を書いている人も必
聴の 90 分。 

定員10名 

遅刻不可 
田口 俊 

18:00～20:00 

ライブハウス K 

～松任谷 P 登場！ 

♪Live & Lecture 

ライブアーティストと松任谷正隆 P（プロデューサー）
が共演します。アレンジから完成まで、そのリハーサ
ルも大公開！ライブ後のトークも必聴です♪ 
松任谷プロデューサーと共演したいバンドやアーティ
スト大募集！ 

定員なし 

*出演者は

遅刻不可 

松任谷正隆 

堀口和男 

※ライブハウス K に出演希望の方は、↓をご覧ください 

 



 

 

 

 

誰でも応募 OK！ 
申し込み先着順に審査を行い、出演を決定します。 
 
★ ライブの持ち時間は 20 分。 

松任谷 P と共演するのは、ライブ中の 1 曲です。 
公開リハーサルでは、松任谷 P と共にバンドアレンジをしていきます。 
その後に、松任谷 P の出番 etc.の確認をしたら、ライブ本番です。 
 

★ 公開リハーサルとは別に、16:10 からリハーサル・サウンドチェックをします。 
（松任谷 P なし。非公開。20 分程度） 
リハーサルには必ず出演者全員が出席してください。 

 
★ カラオケは原則禁止です。 

ただし、曲間の SE や演出上または曲の性質上必然と思われるものは OK です。 
  
★ 特別な演出をしたい場合は、それも申込時に申告して下さい。 
   但し、会場が傷つくもの、著しく汚れるもの、火気を伴うものは禁止です。 
 
★ 単独のバンドまたはアーティストでお申込み下さい。 
   何組かが寄せ集まって 1 曲ずつ演奏して 20 分、みたいなことは NGです。 
  
★ ドラムはマイカの物を使用して下さい。ただし、スネアとペダルは持ち込みＯＫです。 

 キーボードは Korg の Triton Extreme とカシオの Privia(88 鍵)を設置しておきます。 
 キーボードを持ち込みたい場合は、申し込み時にご相談ください。 

   その他のマイカの楽器を使用したい場合は申込時に申し出てください。 
 ＜使用可能楽器・機材＞ 

Drums（2Tam､1FL､１BD､SD､HH､Top､Side）   ×1 
Guitar Amp  ×2 
DI (AG など) ×4 
Bass Amp  ×1 
Syn(Triton)2 段組み×1 
Syn(Triton)&Pf(Privia)2 段組み×1 
Vocal ×6 
Conga ×1 
Timbales×1 
小物 Perc(Tambourine 等) 

 
★ ノルマはありません。無料でお客さんが呼べます。 

 ライブ初心者も経験者もぜひ応募して下さい。助言もするよ。（堀口談） 
 

 
 
 

以下の５項目を明記し、「info@mica-m l
エル

.co.jp」までメールしてください。 

 
①代表者の名前と連絡先（電話&メールアドレス） 
②バンド名またはアーティスト名 
③メンバーとバンド編成（バックバンドも含む） 
④ライブ映像（Youtube にアップしてその URL を記載） 
または 
デモ音源（mp3 ファイルをメールに添付、または Youtube にアップしてその URL を記載） 

⑤持ち込み楽器や特別な演出について 
 
 
＜ステージのイメージ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 
 
 

ライブアーティストと松任谷正隆 P（プロデューサー）が共演します。 
まず、アレンジから完成まで、松任谷プロデューサーとの公開リハーサルをして、その後ライブ！ 
松任谷プロデューサーと共演したいバンドやアーティスト大募集！ 



                            

 

 

 

小形誠  

作詞 

作曲 

シンガーソングライター 

 

2002 年青山学院大学卒＆ＣＭ制作会社に入社 

2005 年に CM 制作会社を退社｡一から音楽活動を開始。 

ライブ活動を繰り返し、2008 年、作家として本格始動。 

 

【主な楽曲提供】 

AKB48「Hate」 

TOKIO「advance」ヤマト運輸 CM 曲 

YUKI「集まろう for tomorrow」ロッテガーナチョコレート CM 曲 

ゼブラクイーン（仲里依紗）「NAMIDA ～ココロアバイテ～」 

映画「ゼブラーマン～ゼブラシティの逆襲～」主題歌 

PUFFY「NO !」 

                              他多数 

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

8/10(土)19:10～20:40 

大人だって夢は叶う！～サラリーマン→プロミュージシャン 

須藤 彩 

ダンサー 

コリオグラファー（振付師） 

 

篠原ともえ、玉置成実、リュ・シウォンな

ど数々のアーティストのバックダンサーを 

務める他、松任谷由実コンサートツアー2011「Road Show」に

ダンサーとして出演。 

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

8/10(土)13:00～14:00 ★ダンス初心者 

8/11(日)12:30～14:00 スペシャルマンツーマン！ 

                ボーカルパフォーマンス 

重実 博 

 

音楽プロデューサー。 

稲垣潤一「クリスマスキャロルの頃には」 

でダブルミリオン、小林明子「恋におち 

て」でミリオンをたたき出す。 

ベーシストとしての顔も持つ。 

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

8/11(日)14:20～15:00 ★Vocal ワンポイント・レッスン 

8/11(日)15:10～15:50 ★Vocal ワンポイント・レッスン 

8/11(日)16:10～17:40 プロデュース of ミュージック３ 

田口 俊 

作詞家として数々の賞を受賞。 

プロデューサーとしてもプリンセス・プリンセ

ス等を手掛ける｡ 

現在は自身がプロデュースする 

Yuka & Chronoship のベースも担当｡ 

2013 年ヨーロッパのプログレフェスティバ

ル「PROG’SUD Festival」に出演。 

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

8/11(日)16:10～17:40 ★作詞のキホン 

宮澤 崇 

Yuka & Chronoship のギター担当。 

2011年、フランスから世界 31 ヶ国に向

けアルバム発売。 

2013 年ヨーロッパのプログレフェスティバ

ル「PROG’SUD Festival」に出演。 

アレンジャーとしても活動。 

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

8/10(土)13:00～14:00 ★ベース初心者 

8/10(土)14:15～15:15 ★ギター初心者 

 

講師紹介 



 

 

 

東郷昌和 

BUZZ（小出博志氏とのユニット）で 

CM ソング「ケンとメリー～愛と風の 

ように」で 1972 年デビュー。 

現在も BUZZ としても、ソロでも、 

アーティストとして、精力的に活動。 

ボーカルプロデューサーとしても BoA、唐沢美帆、水樹奈々など 

多くのアーティストを手掛けている。 

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

8/11(日)14:20～15:50 ボーカルズ・ソングライター 

2/24(日)16:10～16:50 ★東郷ボーカルクリニック 

2/24(日)17:00～17:40 ★東郷ボーカルクリニック 

谷口 守 

シンガーソングライター。 

杉真理&須藤薫、稲垣潤一、財津 

和夫などのツアーにも参加。 

コーラスだけでなく、ギターやベースも 

担当する多才なアーティスト。 

ボーカルトレーナーとしても活動。 

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

8/10(土)14:15～15:15 なるほど実感！ボイストレーニング 

8/10(土)15:30～16:10 ★ボーカルチェック＆アドバイス 

8/10(土)16:20～17:00 ★ボーカルチェック＆アドバイス 

8/10(土)17:20～18:50 ゴーゴー！ゴスペル 

堀口和男 

音楽プロデューサー、作曲家、 

アレンジャー、キーボードプレイヤーと 

活動は多岐に渡る。 

独特の指導で、現在もプロ・アマ 

問わず、多くのアーティストを 

手掛けている。 

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

8/10(土)13:00～14:00 はったりピアノ【超初心者編】 

8/10(土)14:15～15:15 はったりピアノ【中級者編】 

8/10(土)15:30～17:00 アーティスト能力向上トレーニング 

8/11(日)12:30～14:00 ライブのキホン～エンターテイメントとは 

8/11(日)14:20～15:50 アレンジの基礎 3【リハーモナイズ】 

8/11(日)18:00～20:00 ライブハウス K～松任谷 P 登場！ 

西山祐樹 

 

シンガーソングライター 

作曲家 

アレンジャー 

 

 

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

8/10(土)17:20～18:50 世界とつながる四畳半スタジオ 

青木由美 

ボーカリスト。 

1996 年『恋のターゲットボーイ』でＣＤ 

デビュー。「熊谷幸子」「松本英子」の 

ライブツアー、「トワエモア」のレコーディ 

ングにコーラスとして参加。勢力的に 

バンド活動をしながら、ＣＭや声優の仕事にも携わる。 

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

8/11(日)12:30～13:10 ★小・中学生限定！Vocal 入門 

8/11(日)13:20～14:00 ★小・中学生限定！Vocal 入門 

松任谷正隆 

 

音楽プロデューサー 

アレンジャー 

 

マイカ・ミュージック・ラボラトリーの校長。 

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

8/11(日)18:00～20:00 

 ライブハウス K～松任谷プロデューサー登場！ 

 


