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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 

1．建学の精神・基本理念 

桐朋学園大学の母体となった「子供のための音楽教室」は、チェリストであり指揮者の

斎藤秀雄、ピアニストの井口基成、声楽家の伊藤武雄、作曲家の柴田南雄、音楽評論家の

吉田秀和らが、戦後のより良き未来を子供の音楽教育に託して創設された。 

そのモットーは、子供の早期教育を通じた「自由で創造的な感性教育」であった。「子供

のための音楽教室」の設立にあたり起草された「私たちの立場」と題する開設趣意書は、

音楽における技術的な早期教育の重要性を説くだけではなく、「知的な面の勉強も、あくま

で耳の感覚を通して得られた、具体的な、身についたものでなくてはなりません」として、

実践と教養の両立、融合こそが、優れた音楽教育に求められるものと強調している。 

本学は、生徒や学生のさまざまな感性と能力を自由に発展させることを主眼としており、

学生の自発的な学習を促進するために、大学をできるだけ開放的な空間とし、大学施設を

学生の練習に最大限、提供することを方針としてきた。昭和 48（1973）年 5 月 31 日発行

の「桐朋学園音楽科報」創刊号で、当時の学長の井口基成は、次のように述べている。「学

校としては、学生・生徒諸君が学内の設備をできるだけ自由に使って、最大限の勉学効果

をあげてほしいという、創設以来の精神は今でも持ち続けている」。この精神は、現在の教

育に継承されており、早朝から大学を開放し、閉門まで学生の自由な練習と研鑽のために

施設が供されている。 

その翌年、本学学長に就任した三善晃は、同じ「音楽科報」に次のように寄稿している。

「教育をその主体的営為とする自由な文化圏、というのが、私の思惟にある学園の総括的

理念です。……この概念には、無数のエトスを裡にもつ有機的統一体という本質があると

存じます」。 

開かれた自由な環境の中で学生各自が自発的にその秘めたる能力を発見し、また教員は、

学生の自主的な研鑽を、規制や抑制することなく、自由に引き出すという方針が、井口学

長、続く三善学長、そして現在の梅津学長と継承されている。平成 22（2010）年度の「大

学案内 2010」では、本学の建学の精神として、次の三つの点を掲げ、この教育のポリシー

は、現在の「大学案内 2016」においても変わりない。 

（1）自由で豊かな感性をもつ個性ある音楽家の育成 

（2）音楽教育による社会貢献 

（3）世界における音楽文化の創造 

  

2．使命・目的 

 本学は、戦後に創立された大学であり、戦後の日本において「音楽教育は何をなすべき

か」という課題が、本学の教育理念となっている。創立者の一人である斎藤秀雄は、この

理念について次のように述べている。 

「さあ、日本はほとんどすべてを失った。残ったのは何だろう？ 文化と芸術です。日本

を立ち上がらせる原動力は芸術の教育しかない！ だから、これから子供のための音楽教

育をやろうと思う」。斎藤のこの教育の使命感が、本学の教育の使命と理念の原点である。

斎藤ら本学の創立者たちは、日本の未来を子供の音楽教育と子供の感性と能力の開発に託
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した。 

 こうした使命感から、昭和 23（1948）年に、東京家政学院に「子供のための音楽教室」

が開設され、その後、この教育に共鳴する全国のさまざまな人々の協力を得て、全国に 3

つの音楽教室が開設され、そこから多くの音楽の逸材が輩出され、日本だけではなく世界

の音楽教育に大いに貢献し、今日に至っている。 

本学は、画一的な教育メニューで学生を縛るのではなく、学生一人一人の感性を重視し

ており、才能の成長過程は、学生によって異なるという教育の多様性と個別性を基本的な

方針としている。そこから、学生が自由に自らを育む環境と、それぞれの学生の成長を見

守る教職員の温かい眼差しを重要な教育のポリシーとしてきた。 

 本学は、建学以来、二つの理念を教育の使命としている。 

第１点は、すべての学生はそれぞれに画一化されない個性と可能性を秘めており、それ

を見出し、伸ばし、個性ある音楽家へと育成するという使命。 

第 2 点は、本学の教育の成果を、世界の音楽の現場において発揮させるという使命であ

る。 

 本学の教育の使命と目的は、上記のとおり、創立者たちの教育理念に明確に語られてい

る。この教育理念は、我が国の戦後教育のきわめて重要な一つの「哲学」であった。 

 

3．大学の個性・特色等 

 2．の「使命・目的」でも述べたように、本学の教育の特色は、それぞれの学生の自由

な感性と個性に応じた教育にある。 

 本学において「教育」は、最大の使命である。それは、画一的な教材をドリルのように

教え込むことではなく、学生一人一人がもつ多様な感受性と才能を発見し、発展させてい

くことを意味している。その理念を具現化する教育の 1 つが「ソルフェージュ」である。

技術教育に先だって、それぞれの感性を開花させ、それを育成する「ソルフェージュ」が、

本学の教育の特色となっている。本学の「大学案内 2016」には、「ソルフェージュは音楽

表現の基本であり、音楽のルーツといえるものです。……担当教員一人一人が自身の個性

を生かした独自のスタイルで授業を展開していくことや、教員同士が意見や情報を交換し

ながら、学生が楽しく学べる工夫をしていることも特徴。与えられることを望むのではな

く、学生自身が求めることを促します」とある。 

 専攻実技教育は、この「ソルフェージュ」教育と相互に補完する関係にある。実技教育

においても学生の各自の個性を重視する方針は変わらない。専攻についても閉じた教育で

はなく、積極的に室内楽やオーケストラ教育などの各種のアンサンブル教育を施し、多様

で多彩な教育を目指している。この室内楽やオーケストラ教育は、多方面にその成果を生

み出し、国内オーケストラの弦楽器奏者の多くは、本学の出身者であることにも、教育の

成果があらわれている。 

 これまで本学が輩出した学生は、きわめて多方面で、独自の才能を開花させてきている。

特定の専攻を越えて、自らの才能を開花させている学生も多い。それが顕著に示されてい

る象徴的な例が「指揮」教育である。本来の指揮専攻だけではなく、現在我が国や世界で

活躍している本学出身の指揮者を見ると、大学時代には、他の専攻楽器であった者が多い。

これはまさに本学が目指した多様で多彩な総合的な音楽教育の成果である。 
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 その教育目標は、多くの卒業生が国際的な舞台で活躍していることからも明らかなよう

に、十分に達成されている。 

 

 

Ⅱ．沿革と現況 

 

1．本学の沿革 

（1）学校法人桐朋学園の沿革 

学校法人桐朋学園は現在、男子部門、女子部門、音楽部門の３つの学校群から成る学校

法人である。昭和 15（1940）年、軍人・軍属の子女の教育を目的に山下亀三郎が資金を

投じて、財団法人山水育英会を設立し、これを母体に昭和 16（1941）年、山水中学校（国

立市）と山水高等女学校（調布市仙川）が開設された。戦後、同中学校と高等女学校、昭

和 22（1947）年、財団法人桐朋学園として再出発し、桐朋第一中学校として国立市に男

子校が、桐朋第二中学校として調布市仙川に女子校が開設された。翌昭和 23（1948）年、

新学制により男子校は、桐朋中学校と桐朋高等学校、女子校は桐朋女子中学校と桐朋女子

高等学校として再編され、今日にいたっている。 

 

（2）桐朋学園音楽部門の沿革 

昭和 23（1948）年、新しい音楽教育を推進すべく、チェリストで指揮者の斎藤秀雄、

ピアニストの井口基成、声楽家の伊藤武雄、音楽評論家の吉田秀和らが、子供の早期教育

を理想に掲げ、市ヶ谷の東京家政学院の教育施設を借用して「子供のための音楽教室」を

開設した。その第 1 期生には指揮者の小澤征爾などがいる。 

桐朋学園大学の創設に尽力し、その後学校法人桐朋学園の理事長に就任した江戸秀雄は、

「音楽教室から音楽高校へ」のなかで次のように述べている。「国民生活のすみずみまで支

配していた軍閥は崩壊した。民主化の流れは日本中をおおい、従来の権威は失われ、新し

い勢力が各界に立ち上がった。音楽教室はこんな情勢のときに……新しい音楽教育の確立

をめざして生まれた」。 

「子供のための音楽教室」では、音楽の実技教育だけではなく、感性の総合教育を目指

して、ソルフェージュや合唱、合奏なども教育に取り組み、先進的な教育を推進した。そ

の成果はほどなくして現れ、生徒達は才能をさまざまなかたちで開花させていった。これ

らの生徒が高校生に進学する時期になると、音楽高校における教育の必要性が生じ、昭和

27（1952）年、学校法人桐朋学園は、桐朋女子高等学校に併設する形で男女共学の「音楽

科」の設置を承認し、今日にいたる桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）が誕生した。 

昭和 30（1955）年には桐朋学園短期大学が、さらに昭和 36（1961）年には 4 年制の桐

朋学園大学が開設された。その後、平成 7（1995）年に富山市の誘致を受けて、アンサン

ブル・プレイヤーの育成を目的として桐朋オーケストラ・アカデミーが設置された。そし

て平成 11（1999）年、我が国初の芸術系の独立大学院である桐朋学園大学院大学が同じ

く富山市に開学した。平成 26（2014）年には、調布キャンパスの運用も開始した。 

 また、桐朋学園大学は大学の卒後教育として、さらに高度な教育を目指す「研究生」と

「ディプロマ・コース」の 2 つを開設するにいたった。 
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前者の「研究生」は、大学教育の延長線上における卒後教育を旨としており、桐朋学園

大学卒業生だけではなく、他大学卒業生をも積極的に受け入れている。単年度制ではある

が、専攻により 2 年から 3 年の修業年限を設け、他大学の大学院に相当する教育を実施し

ている。 

 後者の「ディプロマ・コース」は、「ソリスト・ディプロマ・コース」と「カレッジ・デ

ィプロマ・コース」の 2 つに分かれる。 

 「ソリスト・ディプロマ・コース」 

 このコースは卒後教育を主眼としたコースではなく、欧米の音楽院をモデルにした高度

な英才教育を目的とし、中学卒業時から学生を受け入れている。これまでこのコースに学

んだ学生は国内や国外の名だたるコンクールで優秀な成績を収めており、我が国の音楽大

学における最高峰の教育を実現しているものと自負している。コースを修了した学生には、

修了証を発行している。 

 「カレッジ・ディプロマ・コース」 

 このコースは高校卒業生以上を対象としており、ゆるやかな形で専門実技と講義を履修

することを目的とするコースである。本学の卒業生のみならず他大学の卒業生も多く、受

講生からは高い評価を得ている。コースを修了した学生には、修了証を発行している。 

 

2．本学の現況（平成 28（2016）年 5 月 1 日現在） 

・大学名：桐朋学園大学 

 

・所在地：調布市若葉町 1 丁目 41 番地 1 号 （仙川キャンパス） 

     調布市調布ヶ丘 1 丁目 10 番地 1 号 （調布キャンパス） 

 

・学部構成：音楽学部 音楽学科 

 

・学部学生数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）

男 女 合計

大学1年 24 167 191

大学2年 27 163 190

大学3年 32 160 192

大学4年(留年含む) 33 157 190

計 116 647 763
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・科目等履修生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・専任教員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・非常勤教員数  248 人 

 

・職員数 

 

 

 

 

 

 

 

（人）

男 女 合計

研究生 27 113 140

ソリスト・ディプロマ 8 6 14

カレッジ・ディプロマ 10 37 47

科目等履修生（一般） 6 10 16

計 51 166 217

（人）

男 女 合計

学　長 1 0 1

教　授 26 8 34

准教授 7 8 15

講　師 1 0 1

計 35 16 51

（人）

男 女 合計

専任職員 12 10 22

嘱託職員 1 7 8

パート 1 12 13

計 14 29 43
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

（1）1－1の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

学校法人桐朋学園が設置する桐朋学園大学は、昭和 23（1948）年に開設された「子供

のための音楽教室」を母体にその教育の歩みを始めた。その後、昭和 30（1955）年に短

期大学、昭和 36（1961）年に 4 年制大学が設立された。本学は発足時から、音楽教育の

抜本的な刷新と、無限の可能性を秘めた「子供」の感性を自由に育成することを主眼とし

て音楽教育を推進してきている。 

本学の教育の目的は、桐朋学園大学の学則第１条に次のように謳われている。「本学は教

育基本法の精神に従い、広く知識を授けるとともに音楽の専門教育を与え、人格の完成を

図り、有意な音楽家を育成することを目的とする」。【資料 1-1-1】 

音楽教育は演奏技術や作曲技術の教育だけではなく、その土台となる感性と創造性の発

見と育成である、というのが本学の創始に携わった人々の共通の理念であった。音楽の実

技教育を中心に据えながらも、音楽理論やソルフェージュ、音楽史、さらに一般教科など

が相互に密接に関連しあって、学生の感性と知性とを総合した教育を実現するという構想

は、「桐朋学園大学音楽学部 履修案内・学生便覧」の「カリキュラム・ポリシー」に明確

に述べられている。ここでは「本学のカリキュラムは学生がより深く専門性を極めるとと

もに、多面的な音楽教養を育むことができるように組み立てられている」という基本理念

に続いて、以下の 4 項目が謳われている。「1．専攻科目とその他の授業科目との関連を重

視し、それぞれの授業が専攻科目を中心に同心円の関係で取り囲むような授業を実現する。

2．授業は、専攻科目、音楽基礎科目、音楽応用科目、語学・教養科目の四群に分かれる。

3．専攻教育の拡充のために、一定のオーディションを経て、「副専攻」を履修することが

できる。4．学生が授業内容についてよく理解できるように、開設授業について詳細なシ

ラバス（講義概要）を作成している」。【資料 1-1-2】 

また、桐朋学園大学は、大学案内に教育の使命を明示するとともに、学外および社会に

対して本学の教育の使命を公表し、教育機関としての社会的な責務を示している。 

「大学案内 2016」では、本学はどのような学生を輩出すべきか、という教育の使命を次

の 2 点に集約して述べている。「1．専門教育と同時に幅広い教養教育を履修し、音楽とい

う専門の枠を超えて、広く人間や社会に対する幅広い知見と、探求心と克己心を身につけ

た学生。2．深く専門領域を究め、演奏や創作、作品理解などについて卓越した能力を基

礎に、現代の音楽社会のさまざまな課題に対処し、それを解決する能力を身につけた学生」。 
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桐朋学園大学が創立以来目指している教育の理念は、徹底した音楽の基礎教育を通して、

学生一人一人が内在的に秘めている創造性と感性を開発、育成することにある。単なる演

奏の技術教育に留まるのではなく、より総合的な視点で音楽を捉えるために、本学では開

学以来「ソルフェージュ」および合唱や合奏などのアンサンブル教育を重視してきた。「ソ

ルフェージュ」教育を通して、学生は身体的な運動感覚を端緒としたリズムや和声感、旋

律感、調性感等々を習得し、より深いレベルで音楽を感得し、演奏に生かすことが可能に

なるはずである。基礎教育としてのソルフェージュ教育の意義に関しては「大学案内 2016」

に以下のように具体的に述べられている。「ソルフェージュは音楽表現の基本であり、本学

のルーツといえるものです。……本学のカリキュラム全体が徹底したソルフェージュ教育

のうえに展開されています。各自の専攻に役立つ表現・読譜の力を養い、理解の深さ・表

現の的確さ・譜読みのスピードなど、その成果は海外からも高く評価されています」。 

桐朋学園大学は、専攻教育の土台としてのソルフェージュ教育と、専攻教育の幅広い応

用としての室内楽やオーケストラ、合唱等のアンサンブル教育によって、すぐれて立体的

かつ総合的な教育を構築している。言うまでもなく、この教育は、「子供のための音楽教室」

の創立以来の教育理念に基づくものである。【資料 1-1-3】 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

学校法人桐朋学園が設置する桐朋学園大学は、昭和 23（1948）年に開設された「子供

のための音楽教室」を母体にその教育の歩みを始めた。本学は発足時から、音楽教育の抜

本的な刷新と、無限の可能性を秘めた「子供」の感性を育成することを主眼として音楽教

育を推進してきた。音楽教育は演奏技術や作曲技術の教育だけではなく、創造性の発見で

ある、というのが本学の創始に携わった人々の共通の理念で、そのために専攻実技教育の

土台としての「ソルフェージュ教育」および実技教育の応用および発展としての室内楽や

オーケストラ教育を重視することになった。こうした背景に基づき、音楽という専門の枠

を超えて、広く人間や社会に対する幅広い知見と、探求心と克己心を身につけた学生、そ

して当然ながら深く専門領域を究め、演奏や創作、作品理解などについて卓越した能力を

発揮し、現代の音楽社会のさまざまな課題に対処する能力を身につけた学生の輩出を目指

している。 

 

（3）1－1の改善・向上方策（将来計画） 

ソルフェージュ教育をはじめとする基礎教育によってこれまで教育の成果を達成してき

た本学が、今後さらにその教育を展開させていくうえで求められるのは、教育の高度化で

ある。本学は、卒後教育の体制として「研究生」と「ディプロマ・コース」を設置してお

り、また同一法人内の一組織として富山市に「桐朋学園大学院大学」を設置しているが、

大学の置かれている東京都調布市には大学院を有してこなかった。今後は大学教育のさら

なる高度化と、幅広い高等教育の実現のために、修士課程および博士課程を開設して、総

合的な大学院教育を実現し、「子供のための音楽教室」における幼児および年少生徒から、

大学院博士課程までの一貫した教育の体制を整える予定である。我が国の西洋音楽の実践

だけではなく、世界の音楽界に貢献できる音楽家を輩出することを最重要課題とする大学

院の開設に向けて、全学をあげて精力的に準備作業に取り組んでいるところである。 
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1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

変化への対応 

（1）1－2の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

桐朋学園大学は、明確な教育の理念のもとに創立され、これまでの音楽教育を根本から

刷新する総合的な音楽教育を実践してきた。この点は 1－1「使命・目的及び教育目的の明

確性」で述べたとおりである。専攻実技の教育に特化した教育ではなく、子供の持つ潜在

的な能力を引き出すために、「ソルフェージュ」教育を、本学は教育の基礎に据えた。この

ことによって音高、音色、調、リズムなどといった音楽要素の把握に不可欠な感性の教育

を実践してきた。同時に、専攻実技だけではなく、室内楽やオーケストラ、合唱などのさ

まざまなアンサンブル教育を同時に推進しながら、現在に至っている。専攻実技とそれを

支えるソルフェージュとアンサンブル教育が音楽の実技教育の根幹であり、この教育こそ

が本学の最大の個性であり特色である。これらの教育をさらに幅広く補完する授業として、

きわめて多彩な音楽理論及び音楽史の講義が組まれるとともに、一般教育の講義も実技教

育とのさまざまな関連性を持たせるように配置されている。 

音楽理論および音楽史の講義の多彩さと充実は、他大学に例を見ないものである。 

平成 27（2015）年度に開設された音楽理論関連の講義および演習は、「2015 年度授業

内容」に詳細に記載されているように、「和声法」14 コマ、「音楽理論（応用和声）」11 コ

マ、「音楽理論（分析）」23 コマ、「作曲法演習」9 コマであり、少人数教育による多彩で

きめ細かな音楽理論の授業が配置されている。音楽史に関しても、学生の専攻に対応して、

「鍵盤音楽史」「室内楽史」「管弦楽史」「20 世紀アンサンブル史」「オペラ・オラトリオ史」

などのジャンル別の音楽史に加えて、日本音楽や民族音楽の講義、さらに「音楽史各論」

としてテーマを設定した音楽史の講義が 17 コマ配置されている。これら音楽理論および

音楽史の授業の多彩さと充実も、本学の個性および特色といえる。【資料 1-2-1】 

 

1-2-② 法令への適合 

「学校法人桐朋学園寄附行為」は第 3 条に、「この法人は、教育基本法及び学校教育法

並びに私立学校法に従って学校教育を行い、社会人類のため有為なる人間を育成し、兼ね

て教育に関する研究実験を為し、もって新日本文化創造の根基に培うことを目的とする」

と謳い、同第 4 条に、「この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる学校を設置

する」と述べて、その第 2 項で桐朋学園大学の設置を明記している。【資料 1-2-2】 

桐朋学園大学は、卒後教育のために「研究生」および「ディプロマ・コース」を、附属

教育研究機関として「子供のための音楽教室」を設置している。「研究生」は大学の科目等

履修生として設置され、「桐朋学園大学音楽学部研究生規程」にその詳細を定め、同規程に



桐朋学園大学 

9 

基づき 2 年から 3 年の在籍期間を定めて卒後教育を実施している。「ディプロマ・コース」

は「ソリスト・ディプロマ・コース」と「カレッジ・ディプロマ・コース」の 2 コースか

らなる。この「ディプロマ・コース」を本学はコース制の科目等履修生として位置づけ、

「桐朋学園大学音楽学部ディプロマ・コース規程」及び「桐朋学園大学音楽学部ディプロ

マ・コース運営細則」にその詳細を定めている。その他のコース制をとらない一般の科目

等履修生に関しては「桐朋学園大学音楽学部科目等履修生（一般）規程」に詳細を定めて

いる。【資料 1-2-3】【資料 1-2-4】【資料 1-2-5】【資料 1-2-6】 

桐朋学園大学は「子供のための音楽教室」を母体に発展した大学である。現在、「子供の

ための音楽教室」は桐朋学園大学音楽学部の附属教育研究機関として位置づけられている。

「子供のための音楽教室」に関しては、「桐朋学園音楽部門運営大綱」第 2 条第 1 項第 4

号にその位置づけを明記し、そのうえで、「桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教

室運営要綱」を軸に、「桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室運営会議規程」、

「桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室会議規程」等々の関連規程を整備して

いる。現在、全国に 28 教室を開設しているが、これらの教室の室長は桐朋学園大学の専

任教員があたっているのが大きな特徴である。この教室長に関する規程としては「桐朋学

園大学音楽学部附属子供のための音楽教室教室長規程」を定めている。以上のように桐朋

学園大学は、諸規程を詳細に定めながら統括的な運営を実施している。【資料 1-2-7】【資

料 1-2-8】【資料 1-2-9】【資料 1-2-10】【資料 1-2-11】 

規程に基づいた秩序ある大学運営のために「制度審議会」が設置され、定期的に会議を

開催して規程に関する検討を行い、その結果を教授会で審議する体制をとっている。この

「制度審議会」に関しては「桐朋学園音楽部門仙川キャンパス制度審議会規程」にその組

織や責務等が明示されている。また、これらの諸規程とは別個に、法令遵守を検討する独

立した機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、さまざまな法的事項に対応して

いる。【資料 1-2-12】 

 

1-2-③ 変化への対応 

現在、国内的にも国際的にも大学での音楽教育は大きな転機に差し掛かっている。従来

国内外のコンクールで本学は大きな成果を収めてきたが、昨今、韓国や中国、ロシアの学

生が国際コンクールの舞台で大きく躍進している。これらの状況下、日本の音楽教育、そ

して本学の音楽教育への視点も刷新と先鋭化を求められている。桐朋学園大学は、早期教

育と徹底したソルフェージュ教育によって音楽教育界に大きな変革をもたらしたが、今後

も音楽教育の国際競争力をさらに向上させ、日本および本学が西洋音楽の教育により大き

な貢献をすべく、教育の改革を行っていく予定である。まずは状況の変化に対応すべく、

東京に大学院修士課程および博士課程を開設し、さらに発展的な教育を展開することを目

指している。 

 

（3）1－2の改善・向上方策（将来計画） 

1-2-③でも述べたように、教育の変化に対応すべく、東京に修士課程および博士課程を

開設することによって大学院教育に本格的に取り組み、教育のより一層の高度化と先端化

に努める。現在、大学院の開設に向けて全学を挙げて取り組んでいるが、学部の教育環境
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の整備に関しても、随時見直しを行っている。平成 26（2014）年秋に調布キャンパスに

新校舎が建設されたのに続いて、現在仙川キャンパスの新築工事が進行中で、平成 29

（2017）年の竣工を目指している。 

 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－3の自己判定 

基準項目 1－3 を満たしている。 

 

（2）1－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

学校法人桐朋学園の法人理事会および評議員会では、予算審議および評議の段階でそれ

ぞれの年度の教育目的と使命を明示し、その教育方針に基づいた予算であるかどうかを主

要な検討課題としている。補正予算案や授業料改定等の審議及び評議に際しても、教育の

使命と目的の具体的な意味づけと達成目標、さらにその有効性に照らして検討がなされて

いる。理事会、評議員会での審議検討に関しては、「学校法人桐朋学園寄附行為」の第 6

条及び第 16 条に定められており、その審議、協議の目的が明文化されている。 

教授会では、毎回の会議において、学部長、教務部長、学生部長、図書館長等の役職者

が具体的にそれぞれの会議での審議過程を説明したうえで、重要案件に関しては審議を求

める。教授会での検討過程は、教授会規則に則り行われている。また、教授会の審議に先

だって、学部長以下の役職者による「運営協議会」が設置されており、この会議で議題の

整理と、審議および協議、報告事項の区分と予備的な検討を行い、教授会において効率的

かつ充実した検討が行われるように定められている。この点については「桐朋学園音楽部

門仙川キャンパス運営協議会規程」に詳細が定められている。【資料 1-3-1】 

桐朋学園大学は、桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）、「子供のための音楽教室」など

を関連組織として有しており、これら音楽教育を旨とする教育組織を「桐朋学園音楽部門」

として総括している。富山市に開設された「桐朋オーケストラ・アカデミー」も、桐朋学

園大学と桐朋学園大学院大学の双方の附属教育機関として位置付けられている。「音楽部

門」の構成等については「桐朋学園音楽部門運営大綱」に定められている。【資料 1-3-2】 

 

1-3-② 学内外への周知 

 学内への「使命・目的及び教育目的の有効性」に関して、専任教員に対しては教授会や

各種委員会において口頭および資料を添えて周知が図られている。非常勤教員に対しては、

年 1 回刊行される「部門報」および専攻別の各部会の会議および主任を通して周知が図ら

れている。専任職員に対しては、教授会後に専任職員の会議が事務局長を議長にして開催
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され、教授会での議題および各議題の審議・協議の検討結果が報告される。学生および保

護者に対しては、上記「部門報」を通して過年度の教育実施の報告と今後の予定が周知さ

れている。また、「つのぶえ」と題する広報誌を発行して、学生の日常的な活動や、これか

らの予定等を含めて学生や来校者を対象に配布している。【資料 1-3-3】【資料 1-3-4】 

一方、ホームページなどを通じた即時的な情報提供にも力を入れており、学内外に向け

て常時、さまざまな情報を発信している。 

学生に対しては、年度初めに履修案内、シラバスが配布され、授業の概要や履修方法に

関して専攻部会ごとにきめ細かにガイダンスを行っている。受験生や学外者に対しては、

夏期講習や冬期講習を開催するとともに、学校案内の配布およびホームページでの情報発

信を行っている。【資料 1-3-5】【資料 1-3-6】 

また、卒業生との情報交換のためには、桐朋学園音楽部門同窓会の協力を得て、同窓会

の発行する会報において、さまざまな情報提供に努めている。 

 

1-3-③ 中長期的な計画及び 3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

本学では平成 26（2014）年に調布キャンパス新校舎を竣工したのに続いて、現在、仙

川キャンパス内に新しい校舎を建設中である。（平成 29（2017）年竣工予定） 

これまでの桐朋学園大学は、きわめて狭隘な環境であったために、オーケストラや室内

楽、各種のアンサンブルの教育に関しては十分な環境が整備されているとはいいがたい面

があった。しかしながら、これらの教育は本学の教育における根幹のひとつであり、実際

に、これまで国際的にも大きな成果をあげてきたことは周知のとおりである。新キャンパ

スを建築することによって、これまで以上に教育の多様化と充実を図ることが可能となる。 

こうした教育環境の刷新にくわえて、ディプロマ・ポリシー及びアドミッション・ポリ

シーのさらに一層の推進のために教育の高度化を進めるべく、大学院修士課程及び博士課

程の開設を予定している（申請中）。本学は、同一法人内に桐朋学園大学院大学（富山市）

を開設しているが、東京には大学院を有してこなかった。現在進行中の新校舎の建設によ

って、大学院教育が東京の校地において実現できる環境が整うため、東京においても大学

院を設置することを決定した。本学の教育の土台は、「子供のための音楽教室」での音楽の

早期教育にある。そこで培われた音楽教育を、その後、大学院教育まで一貫して展開し、

高度化を推進していくことが本学のこれからのカリキュラム・ポリシーの大きな使命であ

る。 

本学ではこれらの目標を、実現すべく、学長の諮問機関として「建築委員会」「未来構想

委員会」「大学院設置準備委員会」を設置して、中長期的な教育構想を策定している。上記

3 委員会の活動に関しては、毎回の教授会で報告、審議がなされている。 

 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

桐朋学園大学音楽学部は、「桐朋学園音楽部門運営大綱」において、音楽部門に含まれて

いるすべての教育組織（桐朋学園大学音楽学部、桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）、桐

朋学園大学院大学、桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学音楽学部附属子供のた

めの音楽教室）の構成と位置づけを明確に定めている。【資料 1-3-2】 

この「桐朋学園音楽部門運営大綱」のもとに桐朋学園大学音楽学部のさまざまな教育組
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織と構成が規程上に定められている。桐朋学園大学音楽学部は、附属教育研究機関として

「桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室」を、また桐朋学園大学と桐朋学園大

学院大学の双方の附属教育機関として位置付けられている「桐朋オーケストラ・アカデミ

ー」を有している。北海道から九州まで全国に 28 教室におよぶ「子供のための音楽教室」

の室長は、桐朋学園大学の専任教員によって務められており、「桐朋オーケストラ・アカデ

ミー」の所長も大学の専任教員がこれを務め、大学教育との連携を図っている。 

桐朋学園大学音楽学部は「音楽学科」のみの一学科で、その下に「ピアノ」「弦楽器」「管

楽器」「打楽器」「ハープ」「古楽器」「声楽」「作曲」「指揮」「音楽学」の専攻が置かれてい

る。これら各専攻については「桐朋学園大学学則」に、各専攻において履修することので

きる楽器については「桐朋学園大学音楽学部履修案内・学生便覧 2016」に定められている。

これらの専攻は、「部会」および「運営委員会」によって運営されている。それぞれの部会

や運営委員会には主任および運営委員長と教務委員が置かれ、月に 1 度定例で開催される

主任会議および教務委員会で、それぞれの専攻の教育問題が協議される。部会および運営

委員会に関する細則は「桐朋学園音楽部門仙川キャンパス部会・運営委員会規程」に定め

られている。【資料 1-3-7】【資料 1-3-8】 

学生の教育および教職員の研究、研修のために「桐朋学園大学音楽学部附属図書館」が

置かれ、現在約 27 万点の資料を所蔵している。図書館に関しては「桐朋学園大学音楽学

部附属図書館規則」等の一連の図書館関連規程によって、運営等の詳細が定められている。 

桐朋学園大学では、すべての教育組織が統一的な教育体系のなかに位置づけられており、

しかも附属教育研究機関は専任教員が責任者を務めることで、責任ある運営体制が図られ

ている。 

 

（3）1－3の改善・向上方策（将来計画） 

桐朋学園大学は現在、一層の教育の充実と高度化を目指して、新校舎の建設を進めてい

る。この新校舎によって、施設の狭隘さのために実現することのできなかった大学院教育

を実現し、修士課程および博士課程を開設してさらに優秀な人材の輩出を目指している。 

現在の大学の教育の改善のために「自己点検・評価」の委員会を設置し、継続的に検討

を行っているほか、「ＦＤ委員会」を定期的に毎月開催して、教育の質の向上とともに、教

員の一層の研鑽と教育方法の改善に努めている。これらの既存の常設の委員会での活動に

加えて、大学院開設を目指して「大学院設置準備委員会」を設置して、学部教育との連携

とともに、学部教育の展開と内容の充実の検討を進めている。 

平成 26（2014）年に調布校舎が完成し、現在、仙川校舎の新築を進めている。これら

教育環境が改善されることにより、教育の改善をより速いスピードで進める予定である。 

 

［基準 1の自己評価］ 

本学は昭和 23（1948）年に開設された「子供のための音楽教室」を母体とし、それぞ

れの学生の個性と自由な感性表現を養うことを重要な教育の方針としてきた。その後、現

在にいたるまで本学は個性的で表現豊かな数多くの人材を輩出し、国内外の音楽界に大き

な貢献をなしている。音楽力を養ううえで本学はソルフェージュ教育を教育の基礎に据え、

そのうえに専門実技教育や、とくに本学の教育の特色となっているオーケストラや室内楽
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等の教育を実施し、さらには他大学には例をみないほどの充実した音楽理論と音楽史関連

授業を配置して、教育を行っている。 

こうした教育を運営するために本学は諸規程の整備に努め、さらに規程の検討を旨とす

る「制度審議会」を恒常的に開催して、常時、諸規程の点検と修正を行っている。 

また、教育の充実のために、「自己点検・評価委員会」、「ＦＤ委員会」において継続的に

教育改善を推進している。【資料 1-3-9】【資料 1-3-10】【資料 1-3-11】 

本学は、平成 26（2014）年の調布校舎の完成に続いて、現在仙川校舎の建設を行って

いる。これによって教育環境が改善されるだけではなく、これまで施設の狭隘さのために

実現することのできなかった大学院教育を実現できる見通しとなり、現在「大学院設置準

備委員会」を中心に大学院教育の検討を鋭意進めている。 
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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

 本学では以下に示すようなアドミッション・ポリシーを明確に定め、大学案内、入試要

項及びホームページに掲載し学内外へ周知を図っている。【資料 2-1-1】【資料 2-1-2】 

 

 

 

 

 

 このアドミッション・ポリシーを明確に伝えるため、入学試験で実施する実技試験に関

しては、試験課題を入試要項において公表している。他の入試科目に関しては、夏期講習、

冬期講習、オープンキャンパス、ホームページにて、過去に課した入試問題を公表してい

る。さらに、夏期講習会及び冬期講習会では、実技・ソルフェージュ・楽典など、入試科

目の模擬試験・模擬授業を実施している。【資料 2-1-3】【資料 2-1-4】 

全体の成績と個人の成績を基にしたきめ細かなガイダンスを行い、受講生に有益な情報を

提供し、本学が求める学生像を明確にしている。 

 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

 本学の入学者選抜方式には次の 6 通りがあり、各入試要項及びホームページで公表して

いる。募集人数は平成 28（2016）年度のものである。【資料 2-1-2】 

① 一般入試 募集人数 90 人 

  本学の教育目的・教育方針・教育内容を理解し、本学での学習に必要な音楽能力を持

つ者を、専攻実技試験・専門科目試験（ソルフェージュと楽典）・一般学科試験によっ

て選抜する。 

② 指定校推薦入試(第一種) 募集人数 10 人 

  本学が指定した高等学校の「管楽器」、「打楽器」「ハープ」「声楽」「音楽学」の各専攻

を志望する生徒を対象としたもの。本学の教育目的・教育方針・教育内容を理解し、

専攻として志願する楽器演奏等に関して優れた能力を有し、その学習に積極的な意欲

を持つ者を求めている。選考方法は専攻実技試験と面接による。 

 ③ 指定校推薦入試(第二種) 募集人数 60 人 

  桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）3 年在籍の生徒で、高校時の学業成績のうち、

本学が求める学生像 

・音楽表現に対する能力や意欲を有し、自己の目標を持っている者 

・音楽文化に関する知識と技量を習得し、社会の発展に貢献する意思のある者 

・音楽文化の領域を学ぶために必要な理解力・構想力を持っている者 
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本学が定める特定の科目（専攻実技・ソルフェージュ・音楽理論・音楽史）の基準を

満たし、本学の教育目的・教育方針・教育内容に強い志向性を持つ者を対象とする。

学習意欲を継続的に向上させる目的意識の強い人材を求めている。選考方法は書類審

査による。 

④ 一般推薦入試 募集人数 15 人 

  本学の「管楽器」「打楽器」「ハープ」「声楽」「古楽器」「作曲」「音楽学」の各専攻を

志望し、高校時の学業成績等について本学が定めた基準を満たす者のうち、出身高校

長から推薦され、さらに実技指導教員等の推薦を受けた者を対象とする。本学の教育

目的・教育方針・教育内容を理解し、専攻として志願する楽器演奏等に関して優れた

能力を有し、その学習に積極的な意欲を持つ者を求めている。選考方法は専攻実技試

験・専門科目・面接による。 

⑤ 特待生入試 募集人数 5 人 

本学の「ピアノ」「弦楽器」の各専攻を志願し、楽器等演奏に関して国内外のコンク

ールや演奏活動において顕著な実績を有し、かつ学修に積極的な意欲を持つものを対

象とする。AO入試であり、一次試験は書類審査、二次試験は専攻実技と面接による

試験を課している。 

 ⑥ 編入試験 募集人数若干 

  本学では、古楽器と作曲以外の専攻で 3 年次への編入学を若干名募集している。出願

資格は、本学の２年次相当分の必修単位を修得した大学音楽学部２年次修了見込み以

上、または短期大学音楽科卒業見込み以上の者となっている。選考方法は一般入試に

準じている。 

指定校推薦(第二種)以外の入学試験に関しては、専攻実技試験における公正さを確保す

るため、受付番号とは別に付けられた実技試験用番号により実施し、採点を行っている。

また、合否判定会議における受験者の合否判定も、整理番号により行っている。 

専攻実技入試課題は、それぞれの専攻の実技部会が検討し、決定している。その他の入

試問題については、ソルフェージュ課題はソルフェージュ部会、楽典試験問題は作曲理論

部会、一般学科試験問題は一般教育部会が、それぞれの部会の主任・教務委員が中心とな

って検討し、作成している。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

平成 27（2015）年度は、入学定員 150 人のところ、193 人の新入生を受け入れた（超

過率 1.28 倍）。本学は、長らく入学定員を超過する人数を受け入れてきたが、これが望ま

しい状態ではないことは言うまでもない。しかし、平成 26（2014）年 9 月に調布に新キ

ャンパスが開校し、施設的に余裕ができたことから、平成 27（2015）年度に 30 人の定員

増を文部科学省に申請し、認可がおりた。この結果、平成 28（2016）年度には入学定員

180 人のところ 191 人の入学者があり、超過率は 1.06 倍と改善された。 

本学は、専攻別の募集人数を決めていない。図 2-1-1 は平成 27（2015）年度の専攻別在

籍者数である。ピアノと弦楽器専攻生が多く、逆に管楽器、声楽、作曲等の専攻生が少な

い。今後、オーケストラ教育を充実させていくためにも、専攻別の偏りをどのように解消

していくのかが課題となっている。 
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（3）2-1の改善・向上方策（将来計画） 

入学者受入れの方針、アドミッション・ポリシーについては、オープンキャンパスや学

校案内・入試要項等の印刷物、ホームページで明示しているが、今後もより一層の広報活

動を通じて学外への周知に努めなくてはならないと考える。一般推薦入試と指定校推薦（第

一種）に含まれていない「ピアノ専攻」と「弦楽器専攻」をどのように扱っていくかも、

入試準備委員会を中心に検討を開始し、平成 28（2016）年度中に方針を決定する。また、

専攻別の偏りを解消するための方針についても検討を開始した。 

 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

（1）2－2の自己判定 

基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

本校の教育目的である「学生がより深く専門性を極めるとともに、多面的な音楽教養を

育む」ことを可能とするため、平成 18（2006）年度以降、以下のような基本方針（カリ

キュラム・ポリシー）のもとで学科の構成や授業が組み立てられている。 

 

 

 

 

 

 

・専攻科目とその他の授業科目との関連を重視し、それぞれの授業が専攻科目を中心に

同心円の関係で取り囲むような授業を実現する。 

・授業は「専攻科目」「音楽基礎科目」「音楽応用科目」「語学・教養科目」の４つの群に

分けられる。 

・専攻教育の拡充のために、一定のオーディションを経て「副専攻」を履修することが

できる。 

・学生が授業内容についてよく理解できるように、開設授業について詳細なシラバス（講

義概要）を作成している。 

図2-1-1　専攻別在籍者比率（平成27（2015）年度）
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概念図 2-2-1 はそのカリキュラム構築モデルを表したものである。2-2-②に後述するよ

うに、本学では専攻科目とその他の授業科目との関連を重視している。このカリキュラム・

ポリシーは「履修案内」に明示し、ホームページに公開している。【資料 2-2-1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

1．教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成 

（1）必修単位の構成 

専門科目（専攻に係る科目）を、「専攻科目」とそれを支える「音楽基礎科目」と「音

楽応用科目」の 3 種類に分けて設置している。 

専攻科目は、各専攻で指定される 30 単位の必修科目で構成される。音楽基礎科目につ

いては、ソルフェージュ 4 単位、音楽理論 8 単位、音楽史 8 単位で合計 20 単位が選択必

修である。音楽応用科目は、専攻による必修科目を含めて 26 単位が選択必修となる。ま

た、専門科目とは別に、幅広い教養を習得させるために語学・一般教養科目を開設してい

る。それぞれの必修単位は、語学では 10 単位、一般教養科目では 16 単位を選択必修と

している。 

以上の必修単位の他に、学生の興味関心に応じて履修する 22 単位分の授業を、音楽基

礎科目、音楽応用科目、語学・教養科目の各ジャンルの科目から選択させ、卒業に必要な

124 単位以上を修得させる。 

本学の教育課程を反映するために開講している講座は、エビデンス集（データ編）【表

2-5】「授業科目の概要」に示したとおりである。【資料 2-2-2】 

 

（2）専攻ごとの教育課程編成 

学則第 5 条に示すように、ピアノ、弦楽器、管楽器、打楽器、ハープ、古楽器、声楽、

作曲、指揮、音楽学の 10 の専攻を設置しており、専攻ごとに教育方針を設定しカリキュ

ラムを構築している。【資料 2-2-3】【資料 2-2-4】 

また、入学前の専門科目の既習レベルも考慮し、桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）

を卒業した既習者コースであるAコースとそうでないBコースに分けてカリキュラムを設

定し、きめ細かい教育を行っている。表 2-2-1 は専攻ごとの専門科目の必修単位数であり、

専攻ごとのカリキュラムは、履修案内に一覧表形式で分かりやすく記載されている。また、

大学案内、ホームページにもこれらを明記している。 

図 2-2-1 
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表 2-2-1 専攻ごとの専門科目の必修単位数 

 専攻科目 
30単位 

音楽基礎科目 
20単位 

音楽応用
科目 

小計 
合 計 

76単位以上 

ピアノ 
A コース 30 20 11 61  

 

 76 単位に不足す

る単位は、 

 

・専攻科目 

・音楽基礎科目 

・音楽応用科目 

 

 のいずれの分類で

 履修しても良い。 

B コース 30 20 13 63 

弦楽器 
A コース 30 20 12 62 

B コース 30 20 16 66 

管楽器 
A コース 30 20 12 62 

B コース 30 20 14 64 

打楽器 
A コース 30 20 18 68 

B コース 30 20 20 70 

ハープ 
A コース 30 20 21 71 

B コース 30 20 23 73 

古楽器 

A コース 30 20 24 74 

B コース 30 20 26 76 

A コース(Ce) 30 20 20 70 

B コース(Ce) 30 20 22 72 

声 楽 
A コース 30 20 20 70 

B コース 30 20 22 72 

作 曲 

A コース 30 20 14 64 

B コース 30 20 14 64 

B コース 

(理論 pf 以外) 
30 20 22 72 

指 揮 

A コース 30 20 20 70 

B コース 30 20 20 70 

B コース 

(理論 pf 以外) 
30 20 24 74 

音楽学 
A コース 30 20 4 54 

B コース 30 20 6 56 

 

（3）授業形態と単位数 

各授業科目は、その目的と内容、教育効果を考慮して、履修案内に記載されている表 2-2-2

に示すように講義、演習・実習、実技レッスン等きめ細かく設定されたカテゴリーに分類

している。授業時間は 1 時限を 90 分とし年間 30 回を基本（半期 15 回）としている（表

中に特別に記載がある場合はこの限りでない）。 
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表 2-2-2 授業形態と単位数 

講座の種類 授業・レッスンの単位 期間 単位数 
語
学 

日本語表現・英語・ドイツ語
・フランス語・イタリア語 

1 週 1 時限 通年 2 

一
般 
教
養 

体育実技 1 週 1 時限 通年 1 

上記以外の一般教養科目の科目 1 週 1 時限 半期 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

専 
 
 

門 

講義 1 週 1 時限 通年 4 

演習・実習 
（ソルフェージュを含む） 

1 週 1 時限 
通年 2 

半期 1 

専攻実技、論文指導 1 週 1 回 60 分 通年 6 

必修副科ピアノ 必修副科ピアノ：1 週 1 回 20 分 

 
通年 

 
2 

副科実技 
副科実技      ：1 週 1 回 30 分 
副科実技(声楽）：1 週 1 回 20 分 

作曲理論ピアノ 作曲理論ピアノ：1 週 1 回 60 分 

室内楽・二重奏ソナタ 
（二台ピアノを含む） 

1 回 2 時間のクラス・レッスン 
(10 回以上) 

通年 2 

オーケストラ 

【特定オケ】 
1 回 2 時間のクラス・レッスン 
(8 回以上と 1 回の演奏会出演) 

 1 

【定時オケ】 1 週間 2 時限のクラス・レッスン 
通年 4 

半期 2 

弦合奏Ⅰ、管アンサンブル、
ウィンド・オーケストラ 

1 週 1 時限 通年 2 

演奏解釈 
指定された「公開講座」または「演奏会」の
3 講座の聴講 

1 

公開演奏 
合計 15 時間以上のクラス・レッスンと 1 回
の演奏会出演 

1 

伴奏 4 回のレッスンと 1 回の試験 1 

音楽特別活動 コンクール入賞・演奏会出演等の実績 1～3 

卒業試験・卒業論文  6 

  

単位制実質化の観点から、授業における学習時間を適正に保つため、全教員に対し年間

30 回（半期 15 回）の授業の確実な実施を求めている。具体的な学習教育の内容（シラバ

ス）は、教務部長より指示される指針に従って、全授業科目について作成し、ホームペー

ジ上で学内外に公開している。【資料 2-2-5】 

この中には、学習の内容の概要、達成度評価の方法、各週における学習内容等が明記さ

れ、単位の実質化のための取り組みが示されている。また、単位制の実質化と関連して、

教室外での学習時間等を適正に確保するため、各学年の卒業要件に関する受講登録単位数

の上限を、年間 44 単位と定めている。【資料 2-2-6】 

年間 30 回の授業期間を確保するためには、入学式の実施日及び授業の開始日を早める

のと同時に、祝日にも通常の授業を実施して各曜日の授業回数のバランスを図っている。

クラス授業・実技レッスンに休講が生じた場合には、補講を行う。補講は、補講期間中及

び土曜日の午前中、または担当教員と学生が日時を調整して実施している。【資料 2-2-7】 

クラス授業においては、教務委員会で休講の回数と補講の実施状況を確認し、必要に応

じて部会の教務委員が授業担当と連絡をとり、改善を図っている。 

 

（4）「語学・教養科目」と「専門科目」の編成上の特徴 

入学時から卒業時まで、専門科目と語学・教養科目を並行して履修するようにカリキュ
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ラムを編成している。この相互浸透的な教育方法は、カリキュラム・ポリシーの「専攻科

目とその他の授業科目との関連の重視」の観点に基づいている。 

① 語学科目 

本学は語学教育を重視している。外国語としては英語、フランス語、ドイツ語、イタリ

ア語が履修可能である。どの外国語でもネイティブの講師による授業を設置しており、

スピーキングによるコミュニケーション能力の育成に重点をおいた授業内容となってい

る。また、受講生が多くなりすぎないように、どのクラスも新学期のオリエンテーショ

ン時に人数の調整を行っており、細やかな指導ができるように配慮している。 

外国語以外に「日本語表現」の授業を必修としており、母国語によるコミュニケーショ

ン能力向上と就業力育成を図っている。また、朗読の課題においては言葉による表現力

を磨くことにより、演奏表現の向上を目指している。 

② 専門科目 

＜専攻実技＞ 

専攻実技では本学の特色といえるマンツーマンによるレッスンを行っている。これは、

専攻実技のみならず、副専攻実技、必修副科ピアノ、選択副科実技、作曲理論ピアノ等

に於いても同様である。 

＜ソルフェージュ教育＞ 

 本学では、ソルフェージュ能力はあらゆる音楽的能力の基礎であるという考えのもと、

学校設立当初から現在まで、一貫してソルフェージュ教育に力を注いできた。能力に応

じて段階的に分けたクラス編成により、各クラスの受講者を少数に抑え、個々の学生の

レベルに沿ったきめ細かい指導を実践している。 

授業内容は非常にバラエティに富んでいる。授業を担当する教員の多くは、ソルフェー

ジュ教育の分野での活動に加えて、演奏家あるいは作曲家、理論家としても活躍してい

る。それぞれの専門分野での豊かな知識と経験を生かして、魅力ある授業を展開すべく、

常に授業内容の工夫に力を注いでいる。 

＜音楽理論系科目＞ 

本学における「音楽理論」関係科目は３つのカテゴリーに分けられる。 

（a）楽式および和声実習を主とする「和声法」、「音楽理論（応用和声）」 

（b）講義および演習形式による、より高度な「音楽理論（分析）」 

（c）講義を主体とする教養的な「芸術音楽」 

これらの科目について、(a)と(b)は音楽基礎科目に位置付けられており合わせて 8 単位

必修科目（一部選択科目）、(c)は音楽応用科目として選択科目となっている。 

本学における「音楽理論」は「和声学」を根本とし、その知識・経験のうえに個々の作

曲家の語法、時代や地域、言語などにより、異なる音楽形式を段階的に習得させること

を目指している。根本となる「和声学」は、原則として 20 人以下の少人数クラスで編

成される。また、特に優れた能力を持つ者に対しては「上級クラス」を設け、高度な和

声学を入学当初から学ぶことができるようにしている。「音楽理論（応用和声）」科目は

「和声学」の知識を補完するとともに、音楽形式、音響物理、音響心理、演奏法など広

範な音楽理論の基礎知識を習得させるための科目である。 

 この段階を発展・応用させるためのものが「音楽理論（分析）」である。音楽の様式、作
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曲家の語法など、例えば「ロシア音楽研究」、「ショパンの語法分析」、「新ウィーン楽派

の作品とその影響」など、テーマ別に設定された授業を複数履修することができる。 

 このような専門的な知識の習得と並行して置かれるのが「芸術音楽」である。この科目

は音楽を哲学や言語、科学などと関係付けて学際的に学ばせることを目的としている。

一例を挙げれば「コンピュータと音楽」「音楽を考える」などのタイトルで実施されてい

る授業がこれに該当する。また、音楽に限らず広い視野から芸術を学ぶ講座も設置して

おり、「芸術の諸相」として毎年異なる内容で展開している。テーマとしては「舞踏史・

バレエ史」「クラシック音楽と音楽番組の変遷」「映画の見方、読み方」「写真」などを取

り上げている。 

＜室内楽・二重奏ソナタ＞ 

通年で開講している通常の授業とは別に、学生達が自由に編成した室内楽・二重奏ソナ

タグループ（2 人編成から 8 人編成まで）を登録し、受講生が担当教員を希望してレッ

スンを受講する形式で行われている。例年 100 グループ以上の申し込みがあり、増加傾

向にある（図 2-2-2）。規定回数以上のレッスンを受講した後、学年末に行われる試験で

単位が認定される。成績優秀グループは、「室内楽演奏会」に出演することができる。こ

のチーム編成にあたっては、桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）の高校生も受け入れ

ており、お互いが刺激し合い技術向上のよい機会となっている。 

 

 

 

＜音楽特別活動＞ 

高い専門性を持つ演奏家、または社会に貢献する音楽家を育てるため、国内外のコンク

ールでの入賞や、リサイタル開催、オーケストラとの共演などの演奏会への出演に対し

て単位の認定を認めている。これは履修案内に明記してある。【資料 2-2-8】 

表 2-2-3 に過去４年間に認定が認められた件数と認定単位数を示した。 

＜副専攻制度＞ 

入学時に選択した専攻の他に、主専攻と同等のレベルで専攻実技を学ぶことができる制

度を設けている。これは「多面的な音楽教育」という理念に沿ってカリキュラム・ポリ

シーにも明記している制度である。4 年次には主専攻と同様の卒業試験を課し、履修案

内に記載されている副専攻修了要件として必要な科目を履修させている。【資料 2-2-9】 

図 2-2-2 室内楽・二重奏ソナタ受講グループ・

受講生数の推移 

年度 認定人数 単位数 備考

2012 2 2 各1単位

2013 0
2014 2 4 各2単位

2015 1 2

表 2-2-3 音楽特別活動の単位 

認定者とその取得単位数 



桐朋学園大学 

22 

この制度は、大学案内にも記載されており、ホームページで公開されている。図 2-2-3

は過去 10 年間の副専攻受講者数推移であり、近年希望者が増加する傾向にある。履修

開始年次は 3 年次まで認めているが、図 2-2-4 のように、1 年次から開始する学生が多

く、学生のニーズは高いとみられる。 

 

＜オーケストラ教育＞ 

「個人演奏だけでなく、合唱、合奏の訓練をする」と「子供のための音楽教室」の開設

趣意書に示されているとおり、合奏教育は開学当初より実技レッスンと併せて実技教育

の大きな柱として取り組みを続けてきた。ヴァイオリン・ヴィオラ、チェロ、コントラ

バス、木管・金管といった同種・同族のそれぞれの小さな編成の合奏形態の授業から、

木管・金管・打楽器・ハープを含んだ大きな編成の合奏形態のウィンドオーケストラ（吹

奏楽）を経て、オーケストラ（弦・管・打・ハープ）を学ぶという段階やカテゴリー設

定をしている。【資料 2-2-10】 

オーケストラやウィンド・オーケストラの授業では原則として学外での演奏会を行い、

演奏家として大切な本番経験を積めるようになっている。 

オーケストラは毎週決まった曜日・時間に授業を行う「定時オケ」と特定の演奏会に向

けてリハーサルを重ねる「特定オケ」がある。「定時オケ」においてはオーケストラの基

礎を丁寧に学ぶ「基礎オケ」とレパートリーを学習する「中級オケ」を置き、段階に応

じた授業設定が行われている。「特定オケ」は国内外の著名な指揮者・演奏家による指導

や共演が行われ、オーケストラにおける基礎教育を習得した学生が演奏の現場に直接参

加しながら学ぶ機会となっている。 

 

（5）他大学との授業連携 

カリキュラム・ポリシーの「多面的な音楽教育」を実現するため、芸術分野の教養を深

める目的で、平成 26（2014）年度から桐朋学園芸術短期大学と授業連携を行い、「アウト

リーチ概説」や「音楽マネージメント」「ミュージカル論」など日本音楽や演劇系の授業の

履修を可能とした。修得した単位は、選択科目の単位として本学で認定する。履修できる

科目等は履修案内に記載している。平成 26（2014）年度には 66 件、平成 27（2015）年

度には調布キャンパスの開校により同短期大学と地理的に離れたものの、14 件の登録があ

った。【資料 2-2-11】【資料 2-2-12】 

図 2-2-3 副専攻受講者数の推移 図 2-2-4 副専攻履修開始年次の推移 
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2．教授法の工夫・開発 

教授方法における特色は、教員とのマンツーマンによる実技レッスン及び少人数による

演習授業を多数行っていること、専攻ごとに設置している合奏の授業では外部ホールでの

演奏会でその成果を発表し社会との関わりについて学生に自覚を促していることにある。

また、基準 2-8 で述べるようにＦＤ活動を通じて、その教授方法の工夫・開発について取

り組んでいる。教授方法の工夫・開発に関する具体例として次のものがある。 

（1）習熟度別クラス編成 

＜外国語＞ 

本学で設置している英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語のどの教科も学生のレベ

ルにあったクラスを設定すべく、「初級」「中級」「上級」という３段階の習熟度別のクラ

ス編成になっている。それぞれの教科のレベルは履修案内に明記されており、学生のク

ラス選択の指針となっている。【資料 2-2-13】 

英語では「初級」と「中級」クラス、そのほかの教科では「初級」は指定のクラスを受

講することになっているが、それ以上のレベルのクラスに関しては学生が自由に選択で

きるよう、オリエンテーション時にクラス調整を行っている。 

＜ソルフェージュ＞ 

ソルフェージュにおいては、できるだけ個々の学生のレベルに合わせた指導ができるよ

う、複数のグレードに区分けした少人数による授業を行っている。 

具体的には、「ベーシック」と呼ばれる初級クラス（以下、BC と略記）と、「スペシャ

ル」と呼ばれる中～上級クラス（以下、SP と略記）とで異なるカリキュラムを設け、

それぞれのレベルに相応しい教育を実践している。 

BC においては最大 8 段階のグレードを設定、SP においては 4 段階のグレードを設定

して能力別のクラスを編成し、過不足のない適切な学習環境を整備するとともに、年度

末の試験で一定以上の成績を収めた学生は、上位のグレードに進級してさらに能力を磨

くことができる。 

当該年度の修得単位数と次年度のグレードは、所定の統一試験または、授業内試験の成

績に基づいて決定する。具体的には、必須単位数 4 単位を修得するため、図 2-2-5 に示

すようにきめ細やかなクラス編成を行っている。 
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図 2-2-5 単位修得までの流れ 

 【B  C】 【S  P】 

(1 年次) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）授業テキストの発行 

ソルフェージュ部会では、以下のテキストを発行し、必要に応じて授業で用いている。

初級から上級まで幅広い内容を含んでおり、授業の組み立ての指針として、また学生の自

宅学習用として活用されている。 

ソルフェージュ教育ライブラリー 

『高校・大学受験のための視唱課題集』【資料 2-2-14】 

『基礎ソルフェージュ 初心者のための視唱課題集（リズム練習・手拍子付き）』 

【資料 2-2-15】 

『応用ソルフェージュ 中級者のための視唱課題集（手拍子付き）』【資料 2-2-16】 

SP 

(週 1 回通年授業・2 単位) 

成績評価「A」の場合、次年度

は 1 段階上のグレードへ 

A コース生：高 3 後期 SHM グレード試験（前年度末実施）の成績に基づいて BC－Ⅰ－A～

H、SPⅢ～Ⅵのいずれかが指定される。 

B コース生：新入生クラス分け試験（オリエンテーション期間中実施）の成績に基づいて BC

－Ⅰ－A～H、SPⅣ～Ⅵのいずれかが指定される。 

 

BC－Ⅰ 

(週 2 回通年授業) 

SP 

(週 1 回通年授業・2 単位) 

成績評価「A」の場合、次年

度は 1 段階上のグレードへ 

BC－Ⅱ 

(週 1 回通年授業) 
SP 

(週 1 回通年授業・2 単位) 

成績評価「A」の場合、次年度

は 1 段階上のグレードへ 

※出席不良等による失格

者は受験できない。次

年度も BCⅠに配属。 

 

BCⅠ単位認定試験（年度末実施） 

 
BC 継続 

(2 単位認定) 

SP 昇格 

(4 単位認定) 
SP は 2 クラスを履修

すること（計 4 単位） 

計 4 単位修得 

※出席不良等による失格

者は次年度も BCⅢに

配属。 

BC－Ⅲ 

(週 1 回通年授業・2 単位) 

※出席不良等による失格

者は受験できない。次年

度も BCⅡに配属。 

BC 継続 

(単位認定なし) 

SP 昇格 

(2 単位認定) 

BCⅡ単位認定試験（年度末実施） 

(2 年次) 

 

(3 年次) 
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『展開ソルフェージュ 初・中級者のための視唱課題集（手拍子・伴奏付き）』【資料 2-2-17】 

『発展ソルフェージュ 中・上級者のための視唱課題集（手拍子・重唱・伴奏付き）』 

【資料 2-2-18】 

桐朋学園音楽部門編、株式会社音楽之友社発行 

 

（3）演奏会の受け入れ態勢 

本学のオーケストラは大学内での学習に留まるだけではなく、演奏現場との連携を数多

く行っている。このような外部からの演奏会の依頼は、オーケストラ運営委員会が受け付

けており、内容により特定オーケストラとして単位認定講座としている。詳細は、「IV．

本学独自の基準」の項目で後述するが、例えば、別府アルゲリッチ音楽祭、宮崎国際音楽

祭、ラ・フォル・ジュルネ、ヴィオラスペースなど世界的な音楽家が出演する音楽祭や演

奏会から招聘をうけ共演を果たしている。これにより才能豊かな学生たちが演奏家に育っ

ていく機会を大学と音楽界との協同で作っている。 

 

（3）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

学生からのニーズ等を踏まえ、以下のような教育課程の改定を継続的に行っている。 

・１年次必修の「日本語表現」の授業では、キャリア支援の内容に関して、専門家を招聘

した連携授業を平成 28（2016）年度から開始することにした。これは、2-5 で後述する

キャリア支援センターからの要請であり、また学生からの要望でもある。 

・教室外学修として、「音楽特別活動」の単位認定制度を設けているが、これは「コンクー

ルの入賞、リサイタルの開催等」が対象となっており、高い専門性を求めている。しか

し、社会貢献が求められている現在、アウトリーチ等のより幅広い活動を対象とした認

定制度を整えたい。 

・副専攻を希望する学生は年々増加しており、そのニーズが高まっている。しかし、一部

の専攻では、専攻の必修科目が多いため学生の負担が大きく、希望はあるものの制度を

利用することが難しいケースも見受けられた。そこで履修科目等の見直しを行い、より

発展的な制度にしていく予定である。 

 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

（1）2－3の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び 

授業支援の充実 
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1．教職員協働による学生への学修及び授業支援 

学生からの意見や相談等は、教務課または学生支援課、学生相談室を窓口として受け入

れている。【資料 2-3-1】 

その内容は教務部長に伝えられ、必要に応じて個別の面談等の対応を行うなど、教務課・

学生相談室と教員の連携を密接に図っている。教員と職員による学生の学修支援の主なも

のは、オリエンテーション期間による「履修相談」と、4 年次を対象とした「卒業のため

の学修指導」である。  

（1）履修相談 

本学の科目履修は、選択の自由度が高いため、学生個々の希望に応じた履修が可能とな

っている。そのため、必修科目の単位を的確に履修しているかのチェックが難しい場合も

ある。そこで、新年度のオリエンテーション期間に「履修相談」の窓口を作り、一人一人

の履修状況を教務課職員が確認し、不足する単位などのチェックを行っている。以前は学

生が自由に空き時間を利用して窓口に来るという方法であったが、近年は面接予約をして

訪れるようにしたため、待ち時間なしでの対応ができるようになった。平成 27（2015）

年度は対象となる 4 年次生 202 人のうち 160 人（およそ 80％）が相談に来た。 

 なお、この「履修相談」は主に４年次生対象であるが、履修方法が分らないという 1～3

年次生の相談にも対応しており、平成 27（2015）年度は 22 人が利用した。 

（2）卒業のための学修指導 

図 2-3-1 は、平成 27（2015）年度の年次ごとの修得単位状況を示したものである。1 年

次には、75％以上の学生が 40 単位以上を修得しており、学修支援は適切に行われている

と考えられる。【資料 2-3-2】 

一方で、極端に少ない学生に対しては、なるべく早い時期に指導を開始する必要がある

ことから、前後期各１回ずつ、各授業の担当者から授業の出席状況や学修状況を所見の形

で報告される。必要に応じて、個々の学生に教務部長がスーパーバイズするなどの指導体

制を取り、その面談時には、教務課・学生相談室の職員も同席して、適切なアドバイスが

できるよう連携を図っている。平成 27（2015）年度の教務部長による面談は、14 人であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-1 各年次における修得単位数（平成 27（2015）年度） 
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図2-3-2　留年生の推移

（3）特別な支援を必要とする学生への対応 

 入学後の学修に支障をきたさないよう、なるべく早い段階で対策を講じるために、入学

前に特別な支援の必要性の有無を確認している。それをもとに、学生相談室を中心に、学

生部長、学生支援課が生活面から、教務部長、教務課が授業面から、各学生へ必要な支援

を行っている。詳細は 2-7-①に後述する。  

 

2．オフィスアワー制度の実施 

本学では、数年前からオフィスアワーを設定した。実技レッスンはマンツーマンで行わ

れているので、オフィスアワーのような設定は行っていないが、講義の授業を担当してい

る専任教員はシラバスに各授業の担当者がいつ質問を受け付けることができるのかを示し、

学生が教員とコンタクトを取りやすいようにしている。【資料 2-3-3】 

 

3．留年、休学、停学、中途退学者への対応 

 留年をする学生は、心身のいずれか、あるいはその両方において、何らかの問題を抱え

ている可能性があり、そのような学生には個々の事情にあった支援が必要である。本学で

は、学生支援課を中心に状況の把握に努め、教務課とも連携して復学してからの学修がス

ムーズに進むように支援している。また、留学のために休学し、1 年後に復学する留年生

もいる。その場合は、留学によるブランクが復学後の学修に支障を来たさぬように、既履

修単位の確認をするなどの配慮をしている。病気等による休学期間がないにもかかわらず、

卒業に必要な単位を修得できずに留年する者は近年少なくなっている。図 2-3-2 は、過去

7 年間の留年生の人数推移である。この中には留学のために留年したケースも含まれてい

る。毎年卒業要件を満たさないで新たに留年する学生は 5 人程度であり、卒業生の 3％以

下となっている。 

 また、処罰により停学者となった学生は、主に学生部長を中心に学生委員会、学生支援

課が事後の指導や相談に当たり、停学期間中のケアに当たっている。具体的には、停学期

間中、当初は 1～2 週間ごとに、その後は 1 ヶ月ごとに学生部長が直接当該学生と面接を

し、停学期間中の過ごし方、および学業復帰に向けての指導を行っている。 

 中途退学をした者に関しては、特に追跡ケアは行っていない。しかしながら、そのよう

な者に対して、再入学の門戸は一定の条件の基に開かれており、学則第 8 条に規定されて

いる。【資料 2-3-4】 

実際、平成 27（2015）年度に、退学後 1 年目の者が再入学を許可された。また、再入学

の規定に合致しないような場合も、改めて入学試験を受けなおして、本学の学生として再

び学び始めるという例もある。 
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（3）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

 教務部長による個別指導は、対象となる学生が増える傾向にある。この個別対応は事例

数が少ないことが前提であり、多くの留年生・停学者が生じた場合には破綻してしまう。

人数によっては指導が困難であるため、教務部長以外にもスーパーバイズする人員が必要

である。ゆえに平成 28（2016）年度からは、桐朋学園音楽部門仙川キャンパス教務委員

会規程に則り、教務副部長を任命し複数の教員で対応する体制を整えた。【資料 2-3-5】 

また、留年とならないための予防策、すなわち常日ごろのケアの重要性が今後ますます

高くなって行くものと思われ、そこで、学生支援課、学生相談室、教務課との連携強化を

図っているところである。 

また、現在は授業支援として TA 制度を設けていないが、申請中の大学院が認定されれ

ば、院生をアシスタントとして活用する予定である。 

 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4の視点≫ 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

（1）2－4の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

1．学科・実技の成績評価 

前項の 2-2-②にも記述したとおり、それぞれの授業内容にそって授業の形態を設定して

おり、その形態と単位数は履修案内に明記してある。【資料 2-4-1】 

また、各授業担当は、授業の目的や評価方法、オフィスアワーなどをシラバスにて明記

し、最初の時間に解説したうえで授業を実施している。【資料 2-4-2】 

成績評価に関しては、出席状況と「試験」「レポート」「成果発表」「作品提出」など多面

的な評価を取り入れて、厳格な成績評価を行っている。 

実技試験については、複数の教員による採点を行い、専攻ごとに定めた基準に従って評

価し、公平性を保っている。【資料 2-4-3】 

一例として、表 2-4-1 にピアノ専攻と弦楽器専攻を示した。このように専攻ごとにきめ

細やかにまた厳格に成績判定を行っている。また、病気などのやむをえない理由により受

験できない場合には、「追試願」にその理由を証明する書類を添えて提出させ、追試を認め

ている。 

表 2-4-1 実技成績評価換算表 一部抜粋 

ピアノ専攻 

ABC 採点法 A A- B+ B B- C D 

100 点採点法 100～90 89～85 84～80 79～75 74～70 69～60 59～0 

４段階評価 A B C D 
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弦楽器(vl、 va)専攻・副科 

ABC 採点法 A A- B+ B B- C+ C C- D 

100 点採点法 100～90 89～87 86～84 83～81 80～76 75～71 70～66 65～60 59～0 

４段階評価 A B C D 

 

弦楽器(vc、 cb)専攻・副科 

ABC 採点法 A A- B+ B B- C+ C C- D 

100 点採点法 100～90 89～86 85～83 82～80 79～76 75～73 72～70 69～60 59～0 

４段階評価 A B C D 

 

なお、成績発表後一定期間の成績異議申し立て期間を設けており、授業担当教員や教務

課へ成績評価の妥当性について異議を申し立てることができるなど、相互の成績確認が図

れる仕組みが整備されている。以上は、履修案内に記載され、学生に周知している。【資料

2-4-4】 

 

2．学外での修得単位、活動に関しての単位認定 

（1）他大学における既修得単位の認定 

他大学等における既修得単位の取り扱いについては、学則、履修案内に記載されており、

学生へ周知されている。【資料 2-4-5】【資料 2-4-6】 

学生は「成績証明書」等の書類とともに申請を行う。これを学習教育内容及び単位数を

教育課程と照合のうえ、教務部長、各部会の主任が調査し、教務委員会で審査、教授会の

議を経て認定を行っている。表 2-4-2 に平成 27（2015）年度の認定例を示した。  

 

表 2-4-2 平成 27（2015）年度の他大学における既修得単位の認定例 

事例 3 と 4 は 3 年次編入生の例である 

 語学科目 一般科目 専門科目 計 

事例 1 4 18 0 22 

事例 2 6 10 20 36 

事例 3 6 8 40 54 

事例 4 6 14 39 59 

 

（2）外部試験の成績による単位認定 

文部科学省認定の「実用英語技能検定」「実用フランス語技能検定」「ドイツ語技能検定」

を対象としており、履修案内に記載されている基準に従って「語学科目」の単位として認

定している。【資料 2-4-7】 

教務委員会で審査、教授会の議を経て認定を行っている。平成 27（2015）年度の単位

認定該当者は、表 2-4-3 のとおりである。 
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表 2-4-3 平成 27（2015）年度外部試験による単位認定 

検定の級 該当者数 （内訳） 

1 級（8 単位） 0  

準 1 級（6 単位） 3 英検 2 人、仏検 1 人 

2 級（4 単位） 11 英検 11 人 

準 2 級（2 単位） 20 英検 20 人 

 

（3）音楽特別活動による単位認定 

音楽特別活動として学外での活動に対して単位の認定を行っているが、認定される単位

数は、履修案内に記載されている基準に従って、主任会議と教務委員会で審査をし、教授

会の議を経て決定している。【資料 2-4-8】 

認定該当者数は 2-2-②に記載したとおりである。 

 

3．卒業判定の明確化 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を、表 2-4-4 のように定めている。この方針

は大学案内やホームページ等に掲載し、広く学内外に周知を図っている。【資料 2-4-9】 

卒業に関しては、「卒業に必要な最低単位数」をあらかじめ明示するとともに、履修条件

科目などを履修案内に記載し、計画性を持った学修計画を立てるよう促している。【資料

2-4-10】 

また、学位授与に関しては、教授会での必要単位数の確認と審議を経て決定される。 

 

表 2-4-4  学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

 

 

 

 

 

 なお、本学では進級についての特別な基準は設けていない。これは学生個々人の学修計

画を尊重し、授業選択の自由性を担保するためである。2-3 でも述べたように、1 年次で

75％以上、2 年次で 60％ほどの学生が 40 単位以上を修得していることから、計画的な学

修がなされていると考えている。 

 

（3）2－4の改善・向上方策（将来計画） 

 本学では、ここ数年で、半期で単位を認定する授業の導入を進めてきた。これは、短期

留学など、学生の学外での活動を支援するためである。現在の卒業判定は学年末の 1 回の

みであるが、卒業後に海外への留学を希望する学生が多いこともあり、半期ごとの卒業判

定が必要と考え、検討してきた。平成 29（2017）年度からは、4 年間以上在籍した留年生

に対しては、前期終了の段階で卒業判定を行うことを、教授会で決定した。 

以下の能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生は、卒業が認定されます。 

1．専門教育と同時に幅広い教養教育を履修し、音楽という専門の枠を超えて、広く人間

や社会に対する幅広い知見と、探求心と克己心を身につけた学生。 

2．深く専門領域を究め、演奏や創作、作品理解などについて卓越した能力を基礎に、現

代の音楽社会のさまざまな課題に対処し、それを解決する能力を身につけた学生 
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 また、現在、本学は GPA 制度を導入していないが、今後は、奨学金受給者選択など、

この制度が有効と思われるケースも想定される。このところ、さまざまな団体からの奨学

金給付の申し出が増えてきたが、こうした奨学金の中には、経済的理由に加え、専攻実技

の成績を重視して受給者を選択するものがある。受給者を公平に選択するために、GPA の

活用の検討を始めた。 

 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の

整備 

（1）2－5の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

本学は、学生の社会的・職業的な自立意識を保持および向上させ、個々の将来に対す

る具体的な目標や理想を認識したうえで進路選択をできるよう、平成 26（2014）年度

より開設されたキャリア支援センターを中心に、さまざまなキャリア支援活動を行って

いる。 

センターにおいては、音楽大学という特色を充分に考慮し、音楽キャリア形成支援、

就職支援、進学・留学支援を目的としたプログラムを企画展開しており、学生個々のニ

ーズに合わせた支援を実施している。 

 

1．キャリア支援体制と支援内容の概要 

本学では、平成 26（2014）年のキャリア支援センター開設以前は、学生支援課員によ

り就職相談やセミナー等を開催していたが、センターを開設するにあたり、学部長がセン

ター長を担い、センター員 1 人と学生支援課職員 1 人が配置された。これにより、全学的

な支援体制を築き、より細やかで学生個々に合わせた支援活動を行うことが可能となった。

また、必要に応じて、キャリア支援センターから各教員や外部機関に協力を依頼し、学内

外との連携をはかっている。 

センターのサービスや利用方法、開催セミナーの紹介は、毎年 4 月に学生向けガイダン

スを開催するのと同時に、専用のパンフレットを作成・配布し、周知を図っている。【資料

2-5-1】 

また、最新の求人紹介、コラム、講座レポート等をホームページにて情報配信している。

本学では学部卒業後、さらに勉学を継続する者、就業を希望する者等、進路はさまざまで

ある。既卒 2 年次以降に就業を希望する学生が多数存在する。そのために卒業生に対する

支援も行っている。既卒 5 年目までを目処にして、個別相談やセミナー参加、学内情報の

閲覧等、在学生と差異のない支援を受けることができる。 
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2．進路希望調査と学生からの要望の収集 

支援内容は学生からの要望、進路状況から検討し、決定している。まず、大学 2 年次以

上（研究生、ディプロマ・コース生を含む）を対象に進路調査を行っている。本調査は毎

年 4 月に配布・回収し、学生のニーズの把握等に活用されている（回収率：平均 78％）。

【資料 2-5-2】 

調査票には相談希望記入欄を設け、希望学生にはキャリア支援センターからの個別連絡

を行っている。図 2-5-1 は平成 27（2015）年度に実施したアンケート結果である。進路の

希望として、留学を含めて進学の希望と、音楽関係の仕事を希望する学生が半々である。

就職に関しては、音楽業界の動向の把握、基本的なスキルを身につけさせることが必須と

考えられる。 

さらに、大学 3 年次には 4 月のオリエンテーション期間にキャリア支援センターの職員

が「全員面接」を実施しており、進路相談や支援への要望等について、より多くの学生と

顔を見て対話する機会を設けている。1 人あたりの面接時間は短いものの、自身の進路を

考えるきっかけとして重要な機会となっている。 

 

 

また、平成 26（2014）年度に、本学同窓生に対して卒業後のキャリア調査として「卒

業後の進路に関するアンケート」を行った。238 人からの回答をもとに集計を行い、平成

28（2016）年 8 月には集計結果をキャリア支援センターのホームページにて公開する予定

である。このアンケートにより、卒業生の進路を段階（年齢）ごとに把握することができ

た。エビデンス集（データ編）【表 2-10】「就職の状況（過去 3 年間）」に示すように、本

学では音楽大学という特色上、学部卒業直後は進学を望む学生も非常に多く、その後の社

会的および職業的自立をどのような経過をもって確立していったかの把握は非常に難し

い。【資料 2-5-3】 

学生自身のキャリア形成への関心を育てる要素として、卒業生の長期的なキャリアの実

態を把握することは重要である。さらに、卒業生とのネットワークを形成し、在学生のキ

ャリア支援に繋げていく助けとなっている。 

図 2-5-1 平成 27（2015）年度の進路希望調査結果 
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3．キャリア・サポート・プログラム開催内容 

本学では、前項で述べた調査結果を受け、音楽業界に焦点をあて、「基本的知識・スキル

の獲得」「実践経験を通しての活動」「就職支援」を中心とした「キャリア・サポート・プ

ログラム」を構成し実施している。平成 27（2015）年度には 46 件開催した。【資料 2-5-4】

また、平成 28（2016）年度には、内容を精査して 38 件の開催を予定している。【資料 2-5-5】 

（1）基本的知識・スキルの獲得－音楽キャリア形成支援セミナー 

基本的知識・スキルの獲得のため、「学生の音楽キャリア形成支援」として、次のセミナ

ーを開催している。主なものは以下のとおりである。 

① アーティストのためのキャリア・セミナー「音楽家として生きるために」 

音楽業界における現状考察や、キャリアを形成・構築していくうえで重要な社会との

結びつきについて学ぶ。音楽家としての社会的な自立を促すことを目的とする。 

平成 26（2014）年度、平成 27（2015）年度ともに 2 回ずつ開催した。 

② 音楽キャリア支援講座「音楽業界を知ろう！」 

音楽産業界を焦点に、総合的な社会情勢を学ぶ。レクチャーと会社見学・仕事体験ツ

アー、実践ワークショップまでをセットとし、音楽業界への就業を志望する学生のた

めの研修プログラムを展開している（表 2-5-1）。会社見学としては、平成 27（2015）

年度には「楽譜・音楽書・レコーディングの世界」と題して、出版社とレコーディン

グスタジオで体験ツアーを行った。この支援講座に 2 年間で延べ 103 人が参加した。 

 

表 2-5-1 研修プログラムの概要 

Step1 ガイダンス「音大生のキャリア・デザイン」 

Step2 会社見学ツアー ガイダンス 

Step3 会社見学ツアー 

Step4 ディスカッション、企画書などの作成など 

Step5 事後研修 

 

③ 特別講座「第一線で働くプロにきく」 

音楽業界で活躍するスペシャリストを講師として招き、講演・ワークショップを行う。

1 つの業界に焦点を絞ることで、音楽業界の職種に対する知識と理解を深めることを目

的とする。例えば、平成 27（2015）年には NHK プロデューサーによる特別講座を実

施した。 

④ アウトリーチ講座「社会の中で、音楽を共有する意味と可能性」 

音楽家の新しい社会的自立および社会貢献の形として、アウトリーチ・コンサートの

成り立ちを学ぶ。現在アウトリーチ・アーティストとして活躍する音楽家や、アウト

リーチプログラムのコーディネーターを講師として招き、レクチャーおよび模擬体験

を行うことで、実際に卒業後にアウトリーチ・アーティストとして活動していけるよ

うに知識を養い、後述する実践活動につなげている。平成 27（2015）年度に開催され

た件数は 5 件である。 
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（2）実践経験を含む支援プログラム 

現代の音楽業界では、演奏者であってもセルフ・プロデュース力が必要不可欠である。

音楽家としての社会的自立にむけた支援として、以下の活動を行っている。 

① アウトリーチ演奏体験 

学外組織でのアウトリーチ依頼を受け、プログラミングやパフォーマンス、マナーの

指導等を行ったうえで、学生を演奏者として派遣する。表 2-5-2 に平成 27（2015）年

度に実施した例を提示した。平成 27（2015）年度は年間 6 回の開催であったが、実践

経験を希望する学生が非常に多い(26 人の枠に 60 人以上の応募があった)ことから、平

成 28（2016）年度以降は学外の機関・組織との連携を視野に、実践回数を増やすこと

を検討している。 

 

表 2-5-2 アウトリーチ例 

例 1 

内容 小学校の体育館でのキッズプログラム 

対象 子供中心に近隣住民 

注意点 
・コンサートホールではないので、対応できるプログラムを考える。 

・未就学児入場可なので対応年齢幅を広く設定する。 

例 2 

内容 クリスマスコンサート、キッズプログラム（参加型プログラム有） 

対象 子供を中心に、近隣住民（例年 300 人程度） 

注意点 

・対象年齢が広いので、どちらにも対応できるプログラムを組む。 

・子供にとっては演奏時間が長いので、要所に動きを入れて工夫する必要が

ある。 

 

② 音楽祭での演奏会企画・運営体験 

平成 27（2015）年度には、調布音楽祭にて Music Café を実施した。音楽祭内のコン

サート企画を本学が担当し、企画・運営をセンター員の指導のもと、体験する。本企

画は複数のコンサートから成るものであるため、個々のコンサートに関しても学生か

らの企画を募集し、センター員の指導のもと演奏会実施体験を行う。【資料 2-5-6】 

また、音楽祭主催者やボランティアスタッフ等、地域との連携の中での運営を体験す

ることで、社会との繋がりや卒業後の社会的自立意識を高める。 

 

（3）就職支援セミナー等の開催（就活支援セミナー、採用説明会） 

就職支援として、就活支援セミナーや各種の採用説明会を開催し、年間を通じて就職ガ

イダンスを実施している（表 2-5-3）。 
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表 2-5-3 平成 27（2015）年度に実施したセミナーと説明会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）2－5の改善・向上方策（将来計画） 

本学は、音楽大学という特色上、音楽家および音楽関係の職業への就業を志す学生が多

いが、音楽業界においては新卒での起用は少なく、卒業直後の社会的・職業的な自立は大

変困難である。教職員のみならず、学生本人が早期からキャリア形成に対する意識を高く

持ち、情報収集や自身のキャリア・デザインに励むよう促すことが重要である。キャリア

支援センターではキャリア・サポート・プログラムを含めた全サービスにおいて、対象学

年を定めず全学生が参加可能としており、平成 28（2016）年度からは学部終了後の研究

生、ディプロマ・コース生に対しても更に広く周知を行う予定である。 

音楽家以外の進路を選択する学生においては、進路希望が多種多様であるため、状況や

希望に添った個別の支援が必須となる。 

キャリア・サポート・プログラムおよびキャリア支援センターのサービスにおいては、

平成 28（2016）年 4 月より、進路希望調査の強化を予定しており、更なる学生の希望調

査を行ったうえで、平成 28（2016）年 6 月より新規サポート・プログラムを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
マイナビ 春の入門講座 

マイナビ 秋の実践講座 

就
職
活
動
支
援
セ
ミ
ナ
ー 

マイナビ インターンシップ説明会 

アイデム 就活セミナー「自分の魅力を伝える文章表現」 

ネオキャリア 筆記試験対策講座 

ネオキャリア 企業研究セミナー 

教職特別講座 

就活支援セミナー 「就職活動とその準備」 

東京しごとセンター多摩 派遣セミナー 「就職活動全般について」 

 
島村楽器 講師採用説明会 

宮地楽器 講師採用説明会 

採
用
説
明
会 

自衛隊音楽隊採用説明会 

パソナミュージックメイト 採用説明会 

小林音楽教室 講師採用説明会 

二期会 説明会 

カワイ音楽教室 講師採用説明会 

ヤマハ大人のための音楽教室 講師採用説明会 
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2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

（1）2－6の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

本学では、2-4-①に記述した学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に則り、卒業判

定を教授会において厳正に行い、教育目的の達成状況を確認している。 

成績評価に関しては、開講する授業科目のシラバスに評価の方法が記述され、2-4-①に

示した評価基準に従って評価を行っている。成績評価に関しては、多元的な基準を設定し

てもらうよう各担当教員へ依頼しているが、結果として 75％以上の講座で 3 項目以上の点

についての総合的な評価が行われている（図 2-6-1）。【資料 2-6-1】 

また、シラバスの「授業の概要」には、多くの科目でそれぞれの到達目標もあわせて記

述されており、卒業要件を満たしていれば、本学の教育目的を達成したものと判定できる。 

評価方法の工夫や開発のために、2 種類のアンケート調査を行っている。まずは、開講

している授業ごと、専攻実技ごとに行う「授業評価アンケート」である。設問には教育目

的の達成状況に関しての項目も設けてあり、この結果から教育目的の達成状況を点検・確

認している。 【資料 2-6-2】 

 

図 2-6-1 成績評価項目数の比率（平成 27(2015)年度開講講座対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、アンケート結果の因子分析を試みることで、質問項目そのものの検討も行ってい

る。図 2-6-2 は平成 26（2014）年度に行った分析結果の一部である。主任会議での検討の

結果、質問項目を絞り込み、改善に向けての取り組みをより把握しやすい形式にした。【資

料 2-6-3】【資料 2-6-4】 

 

 

 



桐朋学園大学 

37 

もう 1 つのアンケートは、「在校生アンケート」であり、4 月のオリエンテーション時

に第 2・3・4 年次生を対象に行っている。この調査は、専攻実技及び学校生活全般に対す

る学生の満足度を問うと共に、学生の興味関心、本学で学ぶ目的等を問いかけている。【資

料 2-6-5】 

また、自由記述欄も設けてあり、教育目的の達成状況を把握している。 

 

図 2-6-2 学科系授業に関しての因子分析結果の一部 

 

 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

各種のアンケート結果を分析し、教育内容・方法や学修指導等の改善に役立てている。 

1．授業評価アンケートの分析 

4-2-②に後述するとおり、アンケート結果は該当教員に通知し、次年度の取り組み等の

所見を求めている。【資料 2-6-6】 

この所見を教育内容・方法及び学修指導等の改善に活かし、具体的には担当科目ごとの

シラバス等に反映させている。 

さらに、アンケート結果は部会ごとに点検・評価し、「FD 委員会」において部会ごとに

改善点を発表・討議し、相互に共有しながら教育指導にフィードバックしている。【資料

2-6-7】 

また、前項であげた質問項目の因子分析により、授業の満足度と関連の大きい要因も特

定し、改善への指針を示した（図 2-6-2）。【資料 2-6-4】 

この結果は主任会議で検討・討議し、さらに各部会へフィードバックすることで、必要

な処置改善につなげている。 
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2．学生アンケートの分析 

オリエンテーション時に実施する在校生を対象としたアンケートでは、学生の興味がど

こにあるのか、本学で学ぶ目的は何であるのかについても、広く意見を求めている。アン

ケート結果分析の一部を図 2-6-3 に示した。ここからは、学生の多くがアンサンブルに強

い興味を持っており、それを通して人との交流を求めていることがわかる。これは室内楽、

二重奏の受講数からもいえることである。そして、演奏家としての道のみでなく、専門を

生かせる道を探っていることが見てとれる。アンケートの自由記述欄では学校への要望と

して広く意見を聞きとり、あらゆる面での改善へつなげることを図っている。結果分析は、

主任会議で検討されカリキュラムの改善につなげている。【資料 2-6-8】【資料 2-6-9】 

例えば、平成 26（2014）年度に関しては、「幅広い芸術に触れたい」という意見に対し、

桐朋学園芸術短期大学と授業連携を開始し、演劇と日本音楽の授業を開放してもらった。

また、「バレエ音楽」や「ジャズ」をテーマにした講座も開設し、多くの学生が受講してい

る。このように、一連の結果は、各部会へもフィードバックし、必要な処置改善につなげ

ている。 

図 2-6-3 学生アンケート結果の一部 

 

（3）2－6の改善・向上方策（将来計画） 

「授業評価アンケート」においては、平成 27（2015）年度より、その結果から次年度

の取り組み等の所見を求めている。FD 委員会を中心に、今後それがどの程度反映された

のか等の見直しを行っていく。 

「在校生アンケート」からは、アンサンブル等で友人と一緒に演奏する機会を求めてい

る一方で、その練習の場が少ないことがうかがわれる。この要望に応えるため、現在建築

中の新校舎の使用法を検討している。また、本学で学ぶ目的として「専門性を極める」と

いう項目の比率が高い。卒業生の進路として本学の研究科への進学が多いが、こうした要

望を受けて、現在大学院を申請中である。【資料 2-6-10】 
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2－7 学生サービス 

≪2－7の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

（1）2－7の自己判定 

基準項目 2－7 を満たしている。 

 

（2）2－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

1．学生サービス、厚生補導のための支援体制 

本学では、学生が安心して学修に専念できるよう、学生支援課と学生委員会が連携し、

オリエンテーション、窓口個別相談、学生会活動、課外活動への支援、学園祭への協力、

奨学金による経済支援、アルバイトの紹介、貸室の紹介、国内外の音楽コンクールと講習

会の案内、学生の健康管理等のさまざまな支援を行っている。 

（1）学生委員会 

教授会の下部組織であり、教授会から選出された学生部長１人、学生委員３人、および

教学事務部学生支援課長の計 5 人で構成され、オブザーバーとして保健室員、カウンセラ

ー、学生支援課員がいる。学生委員会は月１回の定例会議を開催し、以下の審議、協議、

実施または検討を行っている。内容は以下のとおりである。 

学生の厚生補導に関する事項／学生会館に関する事項／奨学金に関する事項／学生会

に関する事項／保健室に関する事項／学生相談室及び学生カウンセリングに関する事

項／その他、学生生活に関する事項 

審議結果は教授会に報告し、必要に応じて審議、決定する。 

（2）学生支援課 

学生サービスの窓口として、以下の業務を所轄している。 

学生への各種証明書または証書の発行に関する事項／学生委員会に関する事項／学生

会に関する事項／奨学会、奨学金に関する事項／拾得物に関する事項／学生への就

職・アルバイト紹介等に関する事項（キャリア支援センターの補助）／学生への貸室、

その他の紹介等に関する事項／学生会館の生活指導に関する事項／学生の健康管理及

び保健室に関する事項／学生の福利厚生に関する事項／学生の生活に関する各種情報

の提供に関する事項 

 

2．生活支援および経済的支援 

（1）学生会館 

本学では調布キャンパスより徒歩約 5 分の場所に「桐朋学園音楽部門学生会館」【収容

定員 115 人、女子生徒・学生のみ】（以下「学生会館」）を持ち、学生の入居希望者を受け

入れている。学生会館には管理人が常駐しており、入居者の日々の生活サポートを行って

いる。各部屋に防音機能が完備され、朝 7 時から 22 時まで自室による練習が可能となっ

ている。セキュリティの面では常時施錠の非接触型キーシステムによる入退館管理システ

ムを導入、入居者の安全を確保している。 
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（2）奨学金制度 

学生支援の奨学金は、本学が給付するものと地方自治体及び民間団体等が給付するもの

がある。 

① 学内奨学金 

＜桐朋学園音楽部門奨学金＞ 

向学心を持ちながらも経済的理由により就学が困難な者に対して、授業料の1割から10

割までの10段階に分けて給付しており、毎年、日本学生支援機構の支給基準を準用して

学生委員会が審査している。入学試験出願時に申請を受け付け、合格発表時に結果を通

知する。また、在校生の申請は毎年6月に受け付け、7月に結果を通知する。結果通知後、

学生委員による面接を初回交付者等に実施し、奨学生としての有資格者条件等を口頭で

確認したうえで、9月末に交付する。過去6年間の給付状況は、表2-7-1のとおりである。 

 

表2-7-1 桐朋学園音楽部門奨学金の採用人数と支給総額 

年度 採用人数 支給総額 

2015年度 91人 23,392,000円 

2014年度 97人 24,752,000円 

2013年度 98人 23,664,000円 

2012年度 96人 23,936,000円 

2011年度 88人 24,344,000円 

2010年度 90人 27,880,000円 

 

＜桐朋学園音楽部門特別奨学金＞ 

「音楽部門特別奨学金給付委員会」が審査し、学業成績が特に秀でた学生に50万円を限

度に年度末に給付している。 

＜鍋島元子奨学金＞ 

「奨学金支給委員会」が審査し、本学入学試験の古楽器実技試験で秀抜なる評価を得た

上位者に、50万円を限度に給付している。 

＜桐朋学園音楽部門芸術教育整備・拡充資金及び奨学基金＞ 

「桐朋学園音楽部門芸術教育整備・拡充資金及び奨学基金」の果実を桐朋学園大学院大

学、桐朋学園大学、桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）の芸術教育の整備・拡充、奨

学金にあてる。本基金の果実は毎年度、使途及び使用額を審議、決定している。 

＜「チェロアンサンブル・サイトウ」奨学金＞ 

本学の教育研究活動を援助するために「チェロアンサンブル・サイトウ」からの寄附金

を原資とする奨学金である。本学入学試験のチェロ実技試験で秀抜なる評価を得た上位

者に、40万円を限度に給付している。 

② 学外奨学金 

日本学生支援機構の奨学金については、平成27（2015）年度は表2-7-2のとおり第一種

47人、第二種136人の奨学生がいた。その他、民間の奨学財団も紹介している。また、

桐朋学園音楽部門同窓会では大学2年次を対象に毎年奨学金を給付している。 
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表2-7-2  平成27（2015）年度における日本学生支援機構奨学金受給状況 

学年 第一種 第二種 

1年生 8人 29人 

2年生 11人 31人 

3年生 12人 38人 

4年生 16人 38人 

合計 47人 136人 

 

（3）アルバイト紹介 

本学の試験は、個人ごとに実施する実技試験が多いため、進行管理を担当する者が必要

となる。そのため、受験生を対象に実施している夏期講習、冬期講習、入学試験において、

本学学生のアルバイトを採用するとともに、学外ホールで実施する学内実技試験でもアル

バイトを募集している。 

学外からのアルバイト募集要項は、学生支援課で内容を精査し、掲示している。 

 

3．課外活動への支援 

学生の課外活動支援としては、部活動や演奏を伴う活動への支援、学園祭時の実施指導

等が挙げられる。本学は、部活やサークル活動は活発ではない。平成 27（2015）年度は

部活動の登録団体はなかった。学生からの申請があった場合は、専任教員が顧問に就き活

動を支援している。 

また、演奏を伴う活動の支援としては、学生主催演奏会への支援がある。例年 10 件以

上の希望があり平成 27（2015）年度は 12 件、自主的な学習発表の場となっている。こう

した演奏会の開催にあたっては、学内会場の提供、準備や実施にあたっての備品・楽器の

貸し出し等の支援を行っている。 

 

4．障がい生支援 

本学では、障がいや療学などさまざまな理由で配慮を必要とする学生が、個々の特性に

応じて、安全で有意義な学生生活を送ることができるよう、入学前から卒業時にいたるま

できめ細やかな支援を行っている。主な相談窓口および調整機関としては学生相談室が機

能し、家庭や学内外各署と連携し、大学として一貫した方針のもと、スムーズかつ有効な

支援ができるように支援のコーディネーションを行う。それぞれの学生が周囲の適切な理

解と協力を得ながら、できるだけ自立して過ごせることを目標に置いている。 

① 入学試験および入学前の夏期・冬期講習会では、申し出があった場合には必要に応じた

個別対応を行っている。 

② 入学決定時に申し出があった障がい生には、入学前に本人および保護者に連絡をとり、

障がいの内容、支援の必要などの情報収集と相談を行い、今後の支援の計画を立てる。

相談の窓口としては主に学生相談室が対応、内容に応じて保健室および事務局教務課・

学生支援課なども対応している。視覚障がいの入学者には、入学前に学内の移動訓練に

も立ち会う。 
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③ ②の情報収集と相談をもとに情報を共有し、修学に関する事前の相談を行い、入学後の

授業のクラス分けにも反映させる。修学以外の学生生活面についても、学内各署の担当

者と支援の相談を行う。 

④ 障がい生および特別な配慮を要する学生については、学内で（大学全体の会議、各部会

や委員会、事務職員のネットワークなどを通じて）情報共有を行う。特に、授業の担当

教員全員に対しては、個々の障がいや支援の内容、授業内での対応方法などについての

詳細で具体的な説明と配慮の依頼の文書（内容は本人および保護者と確認、場合によっ

ては主治医の助言を参考に作成する）を、教務部長と学生部長の連名により発行、事務

局教務課を通じて個別に配布される。 

⑤ 授業開始後も定期的に本人とフォローの面談を行い、必要に応じて家庭や主治医とも連

携しながら対応を調整し、支援を継続する。障がい生は、何か問題が生じた時や心配

な時には、いつでも学生相談室に相談することができる。授業担当教員をはじめ関わ

りのある教職員は、対応について学生相談室カウンセラーや保健室看護師に相談し、

コンサルテーションを受けることができる。 

⑥ 視覚障がい生は、同様の障がいをもつ本学卒業生および専門の教員（筑波大学附属視覚

特別支援学校教員）からなる「障がい生支援アドバイザー」に助言を受け、相談する

ことができる。 

⑦ 学内環境（施設面）に危険な箇所がないか、適切な表示が行われているかなどを常に点

検し、必要に応じて対策を講じている。 

 

5．学生相談 

学生の心身の健康と、より充実した学生生活を支援するため、本学は学生相談室を置き、

毎平日 2 か所のキャンパスのいずれかで開室している。学生相談室カウンセラー（専任 1

人）が相談にあたるほか、内容により保健室看護師、学生部長、学生委員（教員）、学生支

援課のスタッフも対応し、学外専門機関への紹介も行っている。個別相談をベースに、チ

ーム支援のコーディネーションやコンサルテーションも行っている。 

学生相談室の利用については、毎年新年度のオリエンテーション時にパンフレットを配

布し、全学生に案内している。【資料 2-7-1】 

また、定期的に「相談室だより」を発行し、学生への周知に努めている。【資料 2-7-2】

学生相談室の主な活動は下記のとおりである。 

① 学生・保護者の個別・グループ相談（保護者の相談は本学在学中の学生についての相

談）主な相談内容は、心身の健康、学生生活、学業、音楽、人間関係、進学・進路、

各種トラブル、障がい、ハラスメントなどであり必要に応じて学内各署および学外の

各種専門機関と連携しつつ対応している。 

② 学生についての教職員の相談およびコンサルテーション 

③ 危機対応 

④ ハラスメント対応（相談窓口となり、3-1-④で後述する学内のハラスメント防止委員会

につなげる） 

⑤ 休学・復学時のサポート 
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⑥ 予防・啓蒙活動 

新年度のガイダンス、日頃の指導等を通して、メンタルヘルスおよび学生時代に遭遇す

るさまざまな現代社会のリスクに対する予防・啓蒙活動を行っている。 

⑦ 障がい生および何らかの特別な配慮を要する学生の支援 

前述したとおり、さまざまな問題を抱える学生や、障がい・療学などさまざまな理由で

配慮を必要とする学生の相談窓口および学内支援の調整機関として機能している。 

 

6．健康管理 

学校医および学生支援課保健室の看護職員（専任 1 人、嘱託 1 人、非常勤 1 人）が連携

して、学生の健康管理を担っている。2 か所のキャンパスに設置された保健室では、日常

の応急処置・健康診断・健康相談等を通して学生が心身の健康を保ち、健康への関心を高

め、自己管理できるようサポートしている。 

平成 27（2015）年度保健室の利用人数（大学生来室延べ人数）は、年間 3,000 人、最

も多い月には 630 人であった（表 2-7-3）。 

 

表 2-7-3  平成 27（2015）年度 仙川および調布キャンパス：保健室利用状況（延べ数） 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

仙川キャンパス 104 92 97 81 1 94 91 69 59 66 53 63 870 

調布キャンパス 306 540 290 191 1 212 211 221 123 120 76 11 2,302 

合計 410 632 387 272 2 306 302 290 182 186 129 74 3,172 

 

保健室の主な活動は下記のとおりである。 

① 健康診断 

全学生を対象に、オリエンテーション期間に定期健康診断を実施している。平成 27

（2015）年度の受診率は 92％である。定期健康診断の結果は全学生に通知している。

再検査や精密検査が必要な学生については、学校医と連絡をとり、迅速な処置ができ

るよう努めている。 

② 健康相談 

保健室において心身の健康全般に関する相談に応じている。必要に応じて、学校医・

カウンセラー等と連絡をとり対応している。 

③ 学生の健康管理への意識向上 

全学生を対象に、インフルエンザや感染症などの情報を掲示等で周知している。 

④ 教育実習生や介護等体験生に対しては、実習が適切に実施されるよう、個々の面談を通

して健康管理の指導をしている。 

⑤ 教職員の救急対応への啓蒙 

毎年度、全教職員を対象にした消防署主催の救命講習を実施している。教職員は AED

（自動対外式除細動器）の使用方法を習得し、救急対応ができるよう努めている。 
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2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

本学における、学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握方法としては、学生支援

課の窓口での対応、学生相談室や保健室への相談、実技担当教員への相談等がある。 

学生相談室と保健室の職員は学生支援課に所属しているため、日常的に課内の連絡を密

にとることができる体制となっている。学生支援課の職員は、教務課の職員とも連携を図

って学習状況なども把握しながら、学生生活のさまざまな面に対するきめ細かい対応を行

っている。また、教学事務部全体でも週 1 回 1 時間程度の打合せを行っており、そこでの

各種の情報交換や検討は、問題解決の糸口になる。 

また、本学は音楽大学としての特質上、全学生が実技個人レッスンを必修科目として受

講しており、実技の担当教員はそれぞれの学生の学修上の課題や問題のみならず、学生生

活や進路についても相談に応じている。問題や課題があれば教務部長や学生部長へ報告・

相談され、必要に応じて対応策が検討される。 

2-6-②で前述したように、年度初めに「学生アンケート」を実施し、学校への要望とい

う観点から、意見を収集している。結果は、主任会議や教授会へ報告されると同時に、事

務局内でも共有され、改善へつなげている。平成 26（2014）年度 9 月より調布キャンパ

スが開校されたが、一般授業の多くは調布キャンパスで実施され、専攻実技レッスンは仙

川キャンパスで実施されている。このため、学生は両キャンパスを移動する必要があり、

その負担が懸念されていた。しかし、調布キャンパス開校後の平成 27（2015）年度の結

果からは、負担増の意見はなく、内容の分類としては前年度とほぼ同様の比率であった（図

2-7-1）。このことから、両キャンパスでの学生生活に、ある程度満足していることが見て

とれる。 

 

図 2-7-1 学生アンケート結果の一部「学校への要望」の質問事項に関して 
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（3）2－7の改善・向上方策（将来計画） 

2 か所のキャンパス整備が進み、学習環境は整いつつあるが、その反面で両キャンパス

の運営を行うための人員配置で若干苦労している。キャンパス間のテレビ会議システムを

導入するなど、情報交換ツールは整備されているので、それらを活用していく。 

 また、学生サービスに関する事項は多岐にわたり、また状況も年々変化してくるので常

に最新の情報を学んでいく必要があるが、日常の業務や教育活動に追われ、教職員がなか

なか研修等に参加する機会が持てていない。今後は各種の研修に参加できるよう、日常業

務の合理化を図る。 

 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめ

とする教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8の自己判定 

基準項目２－８を満たしている。 

 

（2）2－8の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

 本学の平成 28（2016）年 5 月 1 日現在の専任教員数は、次のとおりである。【資料 2-8-1】 

教授 35 人  准教授 15 人  専任講師 1 人   合計 51 人 

 大学設置基準で必要とされる専任教員数は、本学の場合、「学部の種類及び規模に応じ定

める専任教員数」が 13 人、「大学全体の収容定員数に応じ定める専任教員数」が 10 人と

なる。大学設置基準では 23 人以上の専任教員数が必要とされているが、本学ではその 2

倍以上の専任教員数を確保している。 

 専任教員の配置については、「桐朋学園音楽部門仙川キャンパス部会・運営委員会規程」

に則り、表 2-8-1 に示すとおり、専門科目ごとに区分された部会・運営委員会制度により

配置されている。【資料 2-8-2】 

本学の専任教員は、その本務とする授業科目に関わる部会・運営委員会のいずれか１つに

おいて専任構成員となり、その他の授業科目については、当該授業科目に関わる部会・運

営委員会の兼担構成員となる。この部会・運営委員会制度は、本学の教育課程及び学生の

専攻分野に直結しており、常にそのバランスを適切に維持していくことが、教育運営上欠

かせない。 
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表 2-8-1 部会・運営委員会一覧 

部会 運営委員会 

ピアノ部会 指揮運営委員会 

弦楽器部会 オーケストラ運営委員会 

管楽器・打楽器・ハープ部会 古楽器運営委員会 

声楽部会 室内楽運営委員会 

作曲理論部会 ディプロマ・コース運営委員会 

音楽学部会 教育科目運営委員会 

ソルフェージュ部会   

一般教育部会 

 

本学では優れた音楽家を養成する実技教育（副専攻及び副科を含む）は、全てマンツー

マンで指導することを基本としている。一方で、一般の授業では幅広く充実した教養教育

や、ソルフェージュ授業・語学授業及び音楽理論での能力別少人数教育など、学生の能力

を十分に引き出す教育を行っている。そのため、専任教員 51 人に加え 248 人の兼任（非

常勤）教員を擁している。 

部会・運営委員会別の教員構成は、学生数の多い「ピアノ部会」「弦楽器部会」が全専任

教員数の 41％を占めている。各運営委員会は、各専攻の複合的な要素を持つ分野に対応す

るための組織であり、専門を異にする教科から派遣される教員を加えて組織されるように

定められている。「室内楽運営委員会」及び「ディプロマ・コース運営委員会」においては、

それらの委員会を本務とする専任教員を配置していない。 

教員の年齢構成という点では、専任教員の全体に占める 61 歳以上の割合が 39％に達し、

教員の高齢化が進んでいる。【資料 2-8-3】 

実技担当教員に関しては、豊富な演奏経験が求められるため、ある程度以上の年齢にな

ってから採用するケースが多い。一方で、極端な高齢化は教育・研究活動の停滞を招く可

能性がある。そこで、学科授業を主に担当する教員人事に関しては、比較的若年域から採

用するよう配慮をしている。 

また、非常勤教員が多数に上るものの、専任教員は設置講座やクラス編成などの問題の

把握に努めており、学生からの要望・相談等は非常勤教員の担当する授業であっても専任

教員が責任をもって対処している。 

 

2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす 

る教員の資質・能力向上への取組み 

1．教員の採用・昇格 

 専任教員の採用方針は、財政的要因に大きく左右される。教育運営に支障を来さないこ

とを前提に長期の収支見通しに基づき、「音楽部門教職員採用検討会議」で議論された次年

度採用枠について、「仙川キャンパス会議」において慎重に審議したうえで、新規採用を行

っている。選考は採用を予定する専門分野（各部会）の教授会人事委員会メンバーが中心

となり行われる。定められた選考手続きに従って選出した採用候補者を教授会人事委員会
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に具申し、更に教授会での告知期間を経たうえで、審議決定する。採用は原則として公募

により行っている。【資料 2-8-4】 

 昇格については、「教授会人事委員会」に「昇格検討小委員会」を設置することにより、

客観的な視点から昇格に相応しい候補者を選考し、専門的見地から検討を行ったうえ、教

授会人事委員会で結論を出している。【資料 2-8-5】 

 

2．教員評価 

 本学の全ての専任教員は、毎年 4 月に前年度分の教育研究活動についての報告が義務づ

けられている。この報告では論文の発表やリサイタル開催などさまざまな演奏活動、コン

クール審査員等の学外での活動、そして担当している学生のコンクールでの受賞なども報

告することになっている。【資料 2-8-6】 

報告書は教授会で公表され、活動内容の確認を行っている。また、この報告書は教員の

昇格の重要な検討材料として使われている。同時に、専任教員の主な活動に関してはホー

ムページで公開している。学生からの教員評価については、「授業評価アンケート」でレッ

スンを含む全授業について実施している。そして、結果は全て担当教員に知らせている。

評価結果が平均値より低い場合は、部会主任又は学部長により必要な処置と指導を行って

いる。 

 

3．FD 活動、研修をはじめとする教員の資質・能力向上への取組み 

（1）FD 活動 

 平成 21（2009）年度から FD 委員会を設置し、FD に関する検討を行っている。【資料

2-8-7】 

年度末に「FD 報告書」または「FD 活動のまとめ」を作成し、次年度の取り組みの指針

としている。【資料 2-8-8】 

同時に、ホームページにその概要を掲載し、広く情報発信をしている。以下に、本学の

FD 活動を、「学生による授業・レッスン評価」と「部会ごとに実施される活動」、「部会を

またいでの全学的な活動」に分けて記載する。 

① 学生による授業・レッスン評価 

平成 16（2004）年度に授業・レッスン等に関する学生アンケートを実施し、その結果

を教授会に報告・確認した。平成 19（2007）年度以降、授業評価アンケートを学科系

科目と実技系科目に分けて毎年度実施し、授業の向上改善に努めてきた。【資料 2-8-9】 

この結果は各担当にフィードバックされるのと同時に、各主任による確認もされている。

平成 27（2015）年度からは、専任教員によるアンケート結果を踏まえての改善点の報

告書が提出され、次年度以降の授業に反映されている。【資料 2-8-10】 

このアンケートの過去 3 年間の平均回収率は、学科系科目に関しては、70.6％であり、

エビデンスとして一定の精度を保っていると考えられる。一方で、実技系科目では

43.7％であり、学生の声が反映されているとは言いがたい。アンケートの実施方法や回

収の方法の検討が必要であろう。 
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② 部会中心に実施される活動例 

・実技系授業・レッスン内容の向上を目的として、主に国外の音楽家による「特別レッス

ン（公開授業）」を各専攻が実施しており、年間 35 件以上行われている（図 2-8-1）。多

くの教員が参加してレッスン向上の参考にしている。 

図 2-8-1 特別レッスン件数 

・音楽学部会では、学期中に月 1 度「合同ゼミナール」を開催している。これはゼミナー    

ル規模で行われるコロキウムで、年間を通して設置されたテーマに即して教員が発表し、

討論を行う。【資料 2-8-11】 

教員の専門研究を学生に広く紹介する役割も持ち、音楽学専攻の学生・教員の他、関心

のある者は学外者も参加が可能である。学生のみならず教員も大きな刺激を受けている。 

・教員相互の研鑽の場として、作曲教員の作品を発表する「ファカルティ・コンサート」

を開催している。【資料 2-8-12】 

教育方法の研究・工夫の実践的プログラムとしては、「作曲専攻教育支援プログラム」を

平成 19（2007）年度から開始し、平成 27（2015）年度は 4 件開催された。【資料 2-8-13】 

③ 部会をまたいでの活動 

・平成 25（2013）年に「シューベルティアーデ TOHO2013」を 6 日間にわたり実施した。

ピアノ、弦楽器、声楽、管楽器部会の専任教員 20 人以上が参加し、他部会との交流、研

鑽の場となった。【資料 2-8-14】 

さらに、平成 27（2015）年度には、新任教員（ピアノ部会 2 人・弦楽器部会 1 人・管楽

器部会 1 人・声楽部会１人、作曲理論部会 1 人・音楽学部会 1 人）によるファカルティ・

コンサートが 2 日間にわたって開かれ、多くの教員や学生が集まった。【資料 2-8-15】 

 

（2）研修等 

本学では、海外で研修を行うことを目的とした「海外研修制度」（原則 1 年間）があり、

規程に基づいて研究費が支給されている。【資料 2-8-16】 

平成 23（2011）年度に 1 人がドイツで、平成 26（2014）年度には 2 人がオーストリ

アとイギリスで研修をした。今までに多くの教員がこの制度を利用している。海外で開催
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される演奏会、作品発表会、学会等における渡航費及び滞在費を支給対象とする「特別研

究費」の制度も持っている。 

また、「桐朋学園大学研究紀要」を毎年刊行し、教員の学術研究の奨励と交流を促進し

ている。【資料 2-8-17】【資料 2-8-18】 

  

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

本学では、建学の精神に則り、専門教育と同時に幅広い教養教育（リベラル・アーツ）

を行っている。音楽という専門の枠を超えて、広く人間や社会に対する幅広い知見と、探

究心と克己心を身につけた学生に卒業資格を与えるというディプロマ・ポリシーに基づき、

「一般教養科目」、「音楽応用科目Ｃ群（音楽教養科目）」（以下「音楽教養科目」と記す）

を全専攻に共通の教育課程の一部としている。平成 27（2015）年度の設置講座は、「一般

教養科目」（人文・社会科学・自然科学・体育実技・体育講義）は 29 講座、「音楽教養科

目」は 15 講座（通年 4、半期 11）である。【資料 2-8-19】 

「一般教養科目」は「一般教育部会」が、「音楽教養科目」は「作曲理論部会」と「一般

教育部会」が共同で運営しており、部会主任と教務委員を中心に当該部会に所属する教員

が担当する科目や教育内容等の諸問題について検討を行っている。共同で運営している科

目は音楽に関わりの深い内容のものであるが、「音の物理学」、「音の生理学」、「音楽療法」

がそれに当たり、音楽教育と教養教育との有機的な連携を具体化した体制が構築されてい

る。また、音楽教養科目である「芸術音楽」は、ロシア音楽、スペイン音楽、コンピュー

タ音楽、イギリスの近現代の音楽、舞踊と音楽、映像メディアの可能性など講義内容・講

座数ともに拡充されて、現在、本学の重要な教養教育の一環をなしている。 

 平成 26（2014）年度からは、体育実技を除く「一般教養科目」、「音楽教養科目」の「芸

術音楽」をすべて半期授業にした。これによって学生は自身の関心に応じて前期と後期と

で好きな授業を組みあわせて、多様な内容の教養講座を選択することができるようになっ

た。平成 28（2016）年度からは学生の要望に応じて体育実技も半期授業にすることが決

められた。 

一般教養科目に関しては、芸術の幅を広げるため、平成 25（2013）年度から現代アー

ティストが「美術実習」を担当している。また、学生の要望に応えて「ロシアの言語と文

学」を新たに設置した。体育では「ナンバ歩き」や「メンタルトレーニング」を授業に取

り入れて、音楽家の心身コントロールを指導している。 

 平成 25（2013）年度からは桐朋学園芸術短期大学との単位互換制度も導入された。同

短期大学はわが国における先駆的な舞台芸術系の大学であり、双方の学生にとって大きな

刺激となっている。【資料 2-8-20】 

 

（3）2－8の改善・向上方策（将来計画） 

教育課程に必要な教員数は確保しているが、専任教員の高齢化は顕著であり、採用人数

との関わりの中で、将来的な教員組織の構想に基づいた分野構成・年齢構想になるように

計画している。教員の研修、教育力の向上については、全学的に更に FD 活動を活発にし

ていかなくてはならないところである。FD 活動は、今までは各専攻が中心となって行っ

てきた。しかし、他部会との連携という点から学校全体で進めていく必要性を認識してお
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り、引き続き全学的な FD コンサートを企画していく。また、実技科目の授業評価アンケ

ートに関しては、学生の声をより多く拾うため、実施方法や実施時期の検討を開始した。 

 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－9の自己判定 

基準項目 2－9 を満たしている。 

 

（2）2－9の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

1．校地 

学校法人桐朋学園仙川キャンパスには、桐朋学園大学の他に桐朋学園芸術短期大学、桐

朋女子高等学校、桐朋女子中学校、桐朋小学校、桐朋幼稚園が図 2-9-1 のとおり位置して

いる。 

図 2-9-1 仙川キャンパス平面図 
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また、平成 17（2005）年度に竣工した実技教育用のレッスン棟「アネックス」（仙川キ

ャンパスから徒歩約 10 分）、平成 25（2013）年度に竣工した図書館の「調布キャンパス 2

号館」、平成 26（2014）年度に竣工した「調布キャンパス 1 号館」を有する。各施設合計

の校地面積は 14,591 ㎡を有し、大学設置基準における必要な校地面積 6,300 ㎡を十分に

満たしている。また校舎面積は 13,320 ㎡を有し、設置基準の必要面積 6,008 ㎡を十分に

満たしている。各施設の校地及び校舎の面積は表 2-9-1 のとおりである。 

 

表 2-9-1 各施設の校地及び校舎面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．校舎 

仙川キャンパスには、１号館新館（昭和 39（1964）年竣工）と、個人レッスン・個人

練習のための室数不足を改善するために平成 17（2005）年度に竣工した、完全防音の 15

室から成るレッスン棟「アネックス」がある。また、更なる教育環境充実のため、平成 26

年（2014）年度に竣工した「調布キャンパス 1 号館」は、より豊かな創造性の育みを実現

しており、先立って平成 25（2013）年度に竣工した「調布キャンパス 2 号館」は、調布

キャンパス 1 号館に通う学生の勉学をサポートできる図書館として立ち上げた。平成 27

（2015）年度には、老朽化した仙川キャンパス 1 号館旧館を取り壊し、地下 1 階地上 4 階

建ての新校舎が平成 29（2017）年竣工する。【資料 2-9-1】 

教室・レッスン室は、仙川キャンパス 1 号館新館に 51 室、アネックスに 15 室、調布キ

ャンパス 1 号館に 39 室ある。各室にはグランドピアノ、アップライトピアノが 1 台 ない

し 2 台置かれ、合計 153 台が設置されている。また、ハープ、チェンバロ、AV 機器等が、

必要に応じて設置されている。ヴィオラ、コントラバス等の弦楽器やアルトフルート、ピ

ッコロ等の管楽器他を学生へ貸出しており、充実した設備を有している。 

教室・レッスン室は、授業・レッスンに差し障りのない限り、学生の自主的な勉学のた

めに可能な範囲内で練習室として開放している。仙川キャンパスでは、朝 5 時 10 分（休

日は朝 8 時）から 21 時 45 分まで、調布キャンパスでは、朝 7 時 30 分（休日は朝 9 時）

から 21 時 00 分までほぼ毎日、学生が全室を利用し、有効に活用されている。【資料 2-9-2】 

 

3．設備 

日頃からより良い教育研究環境の整備に努めている。  

本学は、ピアノを 153台保有しており、全室にピアノが１台ないし２台設置されている。

メーカー専属の調律師によって定期的に調律とメンテナンスが行われるほか、夏期等に授

区 分 校地面積 校舎面積 

大学設置基準上必要な面積 6,300 ㎡ 6,008 ㎡ 

仙川キャンパス 1 号館新館 9,878 ㎡ 5,192 ㎡ 

アネックス 786 ㎡ 1,140 ㎡ 

図書倉庫 622 ㎡（借用） 375 ㎡ 

調布キャンパス 1 号館 2,925 ㎡ 5,861 ㎡ 

調布キャンパス 2 号館 380 ㎡ 752 ㎡ 
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業期間中にはできない保守点検・調整を実施している。常に良好な状態を保つため、ピア

ノ調律は各台について原則 1～1.5 ヶ月で実施している。 

各室は、外部に演奏音が漏れないよう窓や扉を二重にしたり壁を厚くする等、可能な限

りの防音対策を施している。 

また、空調設備は、全館一括空調と個室ごとで調整できる空調とを併用しており、授業

内容や演奏楽器に合わせて調整できるようにし、常に良好な状態を維持するよう毎日メン

テナンスを行っている。一方、省エネルギー対策として、不使用箇所の細やかな消灯や、

適切な温度設定管理をすることにより、平成 27（2015）年度は対前年度比で 10％程度の

エネルギー削減をした。 

キャンパス・アメニティとしては、楽譜・書籍・五線ノート・文具等が購入できる売店

や、学生が自由に休憩できる自動販売機、無料給茶機等が設置されている学生ホールがあ

る。また、希望する学生には楽器が収納できる大きさの個人用ロッカーを貸し出している。 

  

4．施設 

本学では、体育施設体育館、運動場、プール等の体育施設は、併設する桐朋女子高等学

校の施設を利用している。また、図書館とは別に情報処理のためのパソコン教室があり、

現在、仙川キャンパスには 25 台、調布キャンパス 1 号館には 21 台のパソコンが設置され

ている。パソコンの基本操作の理解と実習に加え、音楽大学の特色を生かした教育の展開

のため、全てのパソコンに鍵盤が接続されており、作曲や音楽作品分析等、音楽情報のデ

ジタル処理を行っている。 

安全面については、平成 17（2005）年度に竣工したレッスン棟「アネックス」や「調

布キャンパス 1 号館」「調布キャンパス 2 号館」は、現行の耐震基準を満たしており、エ

レベーター、トイレ、廊下等、車椅子でも対応できるスペースと最新の機能を持った施設

を有し、バリアフリー化に対応している。 

一方、昭和 39（1964）年に竣工した 仙川キャンパス 1 号館新館は、現行の耐震基準を

満たしておらず、バリアフリー化も十分とは言えないが、平成 29（2017）年竣工予定の

新校舎では、それらが改善され、環境が整う。 

本学では、施設設備の適正な管理を図り、併せて災害から安全性を確保することを目的

として「桐朋学園音楽部門保安委員会」が設置されている。学生部長、防火管理責任者、

事務局長、各部署担当者等から構成され、日常業務は、財務課が担当している。毎年、老

朽化した校舎内を計画的に補修すると共に、突発的な事態に対処できるよう施設設備の安

全性に関する予算を確保している。また、施設設備面だけではなく、災害時に備えた避難

訓練の実施、不審者侵入時の学校安全マニュアルの作成・防犯訓練等も実施しており、施

設設備の安全性が確保されている。 

 

5．図書館 

（1）蔵書 

平成 28（2016）年 5 月 1 日現在、図書館の蔵書数は、図書 149,277 冊、視聴覚資料 46,163 

点である。西洋音楽の資料を中心に収集し、実技教育に重点を置く本学教育の支援に十分 

なコレクションとなっている。音楽資料の大半は、データベース化され、インターネット
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上の「OPAC」によって学内外からの蔵書検索及び資料の貸出予約が可能である。 

（2）設備 

別棟の仙川キャンパス 2 号館４階にある図書館（316 ㎡）の閲覧室は 156 ㎡、調布キャ

ンパス 2 号館（図書館としては 617 ㎡）は 68 ㎡であり、開架図書は、全蔵書数の 5%程度

である。したがって、利用頻度の高い資料を図書館に保管し、残りの楽譜・視聴覚資料等

は、仙川キャンパスにある図書倉庫（375 ㎡）に、和書・洋書等を外部に委託保管してい

る。視聴スペースには、CD、LP レコード、ビデオディスク、マイクロフィルム等さまざ

まなメディアに対応した視聴覚機器を備えている。情報設備として OPAC 端末 や、イン

ターネット用パソコンを設置しており、閲覧室には Wifi ルーターを置き、利用者が持参し

たノートパソコンでインターネットを利用できる環境を整えている。 

（3）サービス 

平成 27（2015）年度は、学内で 5,662 人、学外で 5,291 人の利用者があった。大半の資

料は、書庫にあってすぐに利用できないこと、また、閲覧スペースが不十分であることは、

改善すべき問題点であるが、書庫資料が多い点については、OPAC による資料の取寄せ、

検索サポート、デリバリー・サービス、フレンドリー・サービス、所蔵資料の展示や蔵書

案内のパンフレット作成等、サービス面でカバーしている。 

① 学生へのサービス 

学生には、図書資料（楽譜・書籍・雑誌）を 10 冊まで 2 週間、CD を 5 点まで 1 週間

館外貸出を行っている。ゼミ、卒業論文、教育実習等での利用は、長期貸出期間を設

定し、冊数制限なしで貸し出している。OPAC 検索スペースには、スタッフが常駐し

て利用者のサポートを行っており、利用したい資料が貸出中のときは、OPAC で予約

することができる。   

音楽作品には、同名の作品が数多く存在するため、書籍を主な対象とした蔵書検索シ

ステムで多数の CD や楽譜から目的の資料を探し出すことは困難であるが、本学図書館

では、音楽作品に固有の ID 番号を与えて蔵書データを管理し、また、図書館システム

に音楽用語のシソーラスを組み込む等の工夫をして、音楽資料の効率的な検索を実現

している。【資料 2-9-3】 

② 教員へのサービス 

教員には、図書資料は 1 カ月、視聴覚資料は 2 週間まで、冊数制限なしで貸出してい

る。また、検索サポートとデリバリーを行っており、学内で 1 日 3 回 11 時、14 時、

17 時に貸出資料を教員室・各研究室まで届け、さらに学外には貸出資料を着払いで指

定場所に送付している。 
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2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

 基本的には学生が希望する授業を受講できるようにしているが、授業が適切に行われる

ように、受講生の数を管理している科目がいくつかある。特に、実習・演習系の科目は少

人数で行われることが望ましく、適切な受講者数にするための調整は以下のように行って

いる。 

 

1．ソルフェージュ 

 学生は年度ごとに行われる「グレード分け試験（新曲視唱・和声聴音・旋律聴音）」によ

ってソルフェージュ能力を判定される。2-2-②に前述したとおり、能力にしたがってベー

シックなレベルの「基礎」（BCⅠ・Ⅱ・Ⅲ）、そして「中級」（SPⅢ・Ⅳ）・「上級」（SPⅤ・

Ⅵ）の 3 段階に分けられ、それぞれがさらに細分化されたグレードに分かれている。「基

礎（ベーシック）」クラスでは 10～20 人程度、「中・上級」クラスでは 10～25 人程度のク

ラス編成になるよう調整している（図 2-9-2）。 

 

2．音楽理論 

 必修科目である「和声法 I、II」については、学生からの受講希望を受け付けた後、20

人程度となるよう調整している（図 2-9-3）。「音楽理論概論」はクラス指定である。他の

音楽理論系科目は、「学生は受講したい科目を自由に取ることができる」という原則のもと、

特に人数の調整は行っていない。 

図 2-9-2 ソルフェージュ受講者数        図 2-9-3 音楽理論受講者数 

（平成 27（2015）年度）        （平成 27（2015）年度） 

 

3．オーケストラ 

 「オーケストラ基礎」「オーケストラ中級」「オーケストラ特定」の３つの形があり、「オ

ーケストラ基礎」は１年目の学生が、「オーケストラ中級」は２年目の学生が指定されたク

ラスで履修をする。「オーケストラ特定」は２年目以降の学生が希望するオーケストラに受

講希望を出すが、学生個々の力量をオーケストラ運営委員が判断して、編成に応じた人数

の調整を行っている（表 2-9-2）。 



桐朋学園大学 

55 

表 2-9-2 オーケストラ受講者数（平成 27（2015）年度） 

科目名 受講者数 備 考 

オーケストラ基礎 56  

オーケストラ中級 79  

オーケストラ特定（Ⅰ） 94  

オーケストラ特定（Ⅱ） 38 ＊比較的規模の小さなホールでの編成 

オーケストラ特定（Ⅲ） 93  

オーケストラ特定（Ⅳ） 108  

オーケストラ特定（Ⅴ） 49  

オーケストラ特定（Ⅵ） 17 ＊他大学との共同のオーケストラのため、少人数 

 

4．語学 

（1）日本語表現 

 １年次に必修で履修する科目であり、能力別に 5 段階のクラスに分けて受講クラスの指

定をしている。各クラスの受講者数は 50 人を越えないように人数調整をしている。 

（2）英語 

 学生は年度ごとに行われる「統一試験」によって基礎的な文法力を判定され、「初級」「中

級」「上級」の３段階のレベルに分けられている。「初級」「中級」のクラスは指定されたク

ラスを受講し、その受講者数は初級クラスで 20 人程度、中級クラスで 30 人程度とコント

ロールされている。「上級」に判定された者は、自分の希望するクラスをエントリーする形

であるが、受講者数を抽選によって 40 人以下に管理している。各レベルの受講者数は図

2-9-4 のとおりである。 

（3）ドイツ語・フランス語 

 ドイツ語、フランス語いずれにおいても、初学者は初級を、既習者は中級・上級を履修

する。初級のクラスは、受講の希望時限を第三希望まで提出させ調整をしている。中級以

上のクラスに関しては、直接授業に行く形にしており、特別な調整は行っていない。各レ

ベルの受講者数は図 2-9-4 のとおりである。 

図 2-9-4 語学受講者数（平成 27（2015）年度） 
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5．情報処理 

 「情報処理」は教職課程の必修科目であるため、受講者が多い。受講希望者には時間割

の中で受講したい時限を第二希望まで提出させ、それによって、PC の台数から 18 名以下

になるように振り分けている。 

なお、上記のいずれの科目においても、学生に対して受講時限を指定するものに関して

は、複数の科目が同じ時限に重複してしまうことがある。その場合、クラス間の調整や科

目間の移動・変更が必要になるので、オリエンテーションの最終日に「クラス調整」の時

間を設けて、学生からの科目重複の相談を個別に受け付け、受講科目の調整を行っている。 

 

（3）2－9の改善・向上方策（将来計画） 

 受講希望を最優先し、人数の調整を行わない科目に関しては、受講生数のばらつきが見

られる場合がある。何らかの制限や人数制限をかけるのかどうかの検討を、教務委員会に

て開始した。 

 

 [基準 2の自己評価] 

 入学者受け入れについては、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を定め

て周知に努めている。入学試験は公平性と公正性に配慮するとともに、アドミッション・

ポリシーに沿って適切に実施している。入学者数の定員に対する超過に関しても、平成 28

（2016）年度から入学定員増を行ったことにより改善されている。 

 教育課程は、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づいて定められたカリキュラ

ム・ポリシーに沿って、体系的に編成している。この教育課程に従い、履修した科目は定

められた成績評価基準に基づき厳正に評価を行い、単位認定や卒業認定を行っている。ま

た、教授方法の改善に関しては、部会ごとの FD 活動に加え「授業評価アンケート調査」、

「学生アンケート」の結果も踏まえ、「FD 委員会」を中心に検討し教員の資質向上を図り、

さらなる充実・改善に取り組んでいる。教育目的の達成状況とフィードバックについては、

平成 27（2015）年度から開始した専任教員が作成する「授業改善計画」を中心に行って

いる。 

 学修及び授業支援については、教務担当職員による学生の単位修得状況と履修登録状況

の把握および学生支援担当職員と学生相談室職員による出席状況等の確認や面談を通して、

学生への適切な助言と指導を行っている。また、オフィスアワー制度や各種アンケートを

活用し学生の要望や意見を汲み上げ、各種委員会等において教員と職員が協働で充実・改

善を図っている。 

 キャリアガイダンスについては、「キャリア支援センター」を中心に進路支援体制を整備

し、進路ガイダンスや進路・就職相談、キャリア形成に関する講演会等を行い、学生への

支援と指導を行っている。 

 学生サービスについては、学生生活の安定のための体制を整備し、本学独自の給付奨学

金を始めとする各種奨学金制度や学生会館の設置等、多様な生活及び経済的支援を行って

いる。学生の健康管理については、保健室や学生相談室を設置し、学生の心身の健康維持

に努めている。障がいのある学生に対しては、学生相談室を中心に各種の相談に対応して

いる。 
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 教員配置については、設置基準上必要な専任教員と職位構成を確保し、適切な教育が実

施できる体制を整えている。各クラス授業の履修者数に関しては、レッスン及び少人数の

ゼミ形式から 80人程度の講義科目まで、教育目的や内容に応じてクラス数の設定を行い、

適切に管理されている。 

 教育環境についても、大学設置基準が定める基準を十分に満たしている。現在、校舎の

建て替えを行っているところであり、平成 26（2014）年度に開講した調布キャンパスに

続き、平成 29（2017）年に仙川の新校舎が竣工し、新しい「音環境」のもとでの教育が

展開される。 

 各基準項目に関する上記の記述を総合的に判断し、基準 2 全体について求められる要件

を満たしていると判断する。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

（1）3－1の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

 学校法人桐朋学園は、3 部門（男子部門、女子部門、音楽部門）の自主性を尊重し、各部

門で責任を持って運営する体制が採られている。【資料 3-1-1】 

 本学は、「音楽部門」に属しており、その管理体制は、教学的事項に関する決議機関であ

る教授会と並列的な位置付けで、経営的事項に関する決議機関として「仙川キャンパス会

議」が組織されている。これは、学校法人桐朋学園の基本方針となる「3 部門独立採算制」

に対応したものであり、「音楽部門」内に管理運営体制が構築されていることを意味してい

る。事務局も「桐朋学園音楽部門事務局運営要綱」及び「桐朋学園音楽部門事務局分掌規

程」に準拠し運営を行っている。【資料 3-1-2】【資料 3-1-3】【資料 3-1-4】 

 また、学校法人桐朋学園では、各部門の代表理事及び選出理事等に対し、本学との私的

取引が無いことを毎年確認している。 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

 法人の最終的な意思決定機関としての「理事会」は、原則として 8 月と 11 月を除き毎月

1 回、理事会の諮問機関である「評議員会」は、原則として年 4 回（5 月、10 月、12 月、

3 月）に開催されており、さまざまな案件について審議・検討がなされている。音楽部門内

でも、仙川キャンパス会議、教授会、運営協議会、経営評議会、各種委員会において、常

時教学運営・管理運営の具体的な方策を検討しており、使命・目的の実現に向けた教職員

のさまざまな活動へとつなげている。 

 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関連 

する法令の遵守 

 本学は、教育基本法、学校教育法、私立学校法、大学設置基準など学校の運営に関する

法令や通知に基づき、学則をはじめとする規程を制定している。さらに教職員から選出  

された制度審議会委員において、諸規程の整備、修正を行うとともに法改正等にも迅速に

対応している。 
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3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

 環境保全の目的から、学校法人桐朋学園では「省エネルギー対策委員会」を設けており、

理事長のもと 3 部門それぞれの選出理事と担当事務職員が 3 か月に一度集まり、電気使用

量について増減をチェックし合い、今後の対策について話し合っている。本学では、空調

の各部屋での設定温度の管理や、照明の消灯等の呼びかけ掲示をすることにより、省エネ

ルギー化に取り組んでいる。ゴミの分別・リサイクルについても地元行政と相談しながら

対応を行っており、学生達にも細かく指導を行っている。 

 人権への配慮、とりわけさまざまなハラスメント問題が生じた際には、学生相談室のカ

ウンセラーや、保健室の看護師などへの相談・報告をもとに、規程に従ってハラスメント

防止委員会を立ち上げ、問題に対応している。【資料 3-1-5】 

また、保健室・学生相談室では、メンタルヘルスを含む包括的な健康支援を行っている。 

安全の面では、AED の設置や、教職員対象の救命講習の実施、学生対象の火災時の避難

訓練の実施などを行っている。 

 衛生管理についても、事務局長、衛生管理者、学生部長などからなる「衛生委員会」を

毎月開催し、教職員の安全衛生について協議を継続している。 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

 本学は、学校教育法施行規則などの法令に基づき、教育情報と財務情報をホームページ

や、「事業報告書」「部門報」などの書面を通じて公開している。 

 

（3）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

経営の規律と誠実性には問題がなく、適切に対応している。使命・目的の実現への努力

もされているが、今後は、経営評議会を中心により具体的な中長期的計画を策定し、教育

や業務に反映させていくことを徹底する。 

  

 

3－2 理事会の機能 

≪3－2の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）3－2の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 本学の意思決定は、教学的事項については「教授会」、経営的事項については「仙川キャ

ンパス会議」で審議決定されるが、「音楽部門」として決定した議決事項のうち、法人とし

ての審議が必要とされる案件については、法人組織である「法人運営審議会」で審議し、

議案によっては「評議員会」での諮問を経て、「理事会」において最終決定される。【資料

3-2-1】 

 管理運営体制に関する法人組織としては、「法人運営審議会」「評議員会」及び「理事会」
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が中心的な組織として挙げられる。「法人運営審議会」は、理事長、各部門の代表理事と選

出理事及び法人本部事務局長で構成されており、理事会及び評議員会で取り扱う議案を始

め、各部門で検討されているさまざまな懸案事項を必要に応じて、法人全体としての視点

から議論する会議体である。法人としての基本姿勢を明確にすると共に、法人と各部門と

の間を調整する役割を果たしている。 

 「音楽部門」内での審議において、法人としての運営に影響を及ぼすような重要事項に

ついては、「法人運営審議会」の構成員である「音楽部門代表理事（桐朋学園大学学長）」

及び「音楽部門選出理事」が、「法人運営審議会」の席上において、法人としての見解また

は方向性を確認したうえで、「音楽部門」としての意思決定に反映することもできるように

なっている。 

 以上のように、「仙川キャンパス会議」と評議員会・理事会との間に置かれている「法人

運営審議会」の調整機能により、本学と法人としての管理運営体制を事実上、一体化させ

ることが可能であり、最高決議機関である理事会での審議に際して、論点を絞った審議が

行えるようになっている。 

 

（3）3－2の改善・向上方策（将来計画） 

 現在、法人の理事会は、男子部門・女子部門・音楽部門それぞれの自主性を尊重し、現

場を尊重する基本方針のもとに、法人全体の管理体制と部門単位の管理体制とが有機的に

結びつき、教学事項と経営的事項を一体化できるようにした管理運営体制を構築している。 

 今後は、さらに各部門がそれぞれの特色を十分に発揮できる体制作りを行っていく。 

 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

（1）3－3の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

 従来、本学の意思決定は、すべて教授会による審議と承認に基づく形態を取り、事実上、

教授会を本学の意思決定の最高機関として機能させ、位置づけていた。【資料 3-3-1】 

 しかし、学校教育法が改正され、平成 27（2015）年 4 月 1 日より施行されたことに伴

い、大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップについて、根本的な改革を行った。

学長と教授会との関係性について、教授会規程を改変することで、基本的に教授会を「学

長に意見を述べることができる」機関としての関係性にとどめ、教授会を審議機関として

位置づけることで、決定権はすべて学長にあることを明確化した。 

 また、これに関連する本学の諸規程をもすべて改定し、学長のリーダーシップのもとに

本学のすべてが動く組織に定めた。そのことによって、本学の意思決定に関する権限と共
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にすべての責任が学長にあることも明確化した。 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 本学では、大学の意思決定と業務執行において、学長のリーダーシップの内容が充実し

たものになることを目的に、広く協議できる委員会として、「建築委員会」「未来構想委員

会」「大学院設置準備委員会」「入試対策委員会」の 4 委員会が置かれている。これらの委

員会は、学長から指名された委員によって構成され、基本的に毎週、あるいは隔週で開か

れている。この各委員会に学長が課題を提示し、委員会が幅広く協議を行うが、委員会自

体は、決定権を持たない。委員会は、さまざまな視点から課題を協議、検討し、学長の決

定が広い視野からスムーズに行われるようにサポートする。これは、新校舎建築等のプロ

ジェクトなど大きな課題を扱う場合、極めて有効に機能している。 

 また、本学では、これとは別に、日常的な大学の舵取りに関しては、運営協議会（毎週）、

経営評議会（隔週）を学長が主催することによって、学長の適切なリーダーシップが発揮

されるよう定められている。 

 

（3）3－3の改善・向上方策（将来計画） 

少子化が進む社会構造の中で、本学の教員も長期的には減少する長期計画にあることか

ら、本学の意思決定にいたるプロセス、学長のリーダーシップを補助する各諮問機関等の

合理化を図って、人員的な負担を少なくし、同時にさらに学長が迅速にリーダーシップを

発揮できる環境づくりを目指す。 

 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4の自己判定 

基準項目 3－4 を満たしている。 

 

（2）3－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる 

意思決定の円滑化 

本法人は 3 部門（男子部門、女子部門、音楽部門）により構成され、各部門の自主性を

尊重し、各部門が責任をもって運営する体制が採られている（寄附行為施行細則第 2 条）。

そのうえで法人全体としての責任は理事長にあり、理事会が法人の運営にあたっている。

本法人の管理運営体制に関係する法人会議体は、法人運営審議会、評議員会及び理事会で

ある。理事会は、寄附行為第 6 条第 2 項に「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職

務の執行を監督する」。とあるとおり、本法人の意思決定を行う最高機関として位置づけら

れ、原則として 8 月と 11 月を除き毎月 1 回開催されている。理事の構成は、各部門の学
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校の長から各 1 人（寄附行為第 10 条第 1 項第 1 号、以下、1 号理事という）、各部門の教

職員から各 1 人（寄附行為第 10 条第 1 項第 2 号、以下、2 号理事という）、評議員のうち

から理事会において選任された 3 人（寄附行為第 10 条第 1 項第 3 号）、学識経験者のうち

から理事会において選任された者 4 人以上 6 人以内（寄附行為第 10 条第 1 項第 4 号）で、

現在は 13 人で組織されている。 

 本法人では理事会及び各部門の円滑な運営を図るため、原則毎月 1 回開催（8 月と 11

月を除く）される「法人運営審議会」を置いている。法人運営審議会は、「①理事会から付

託された事項、②理事会に付議する事案、③部門間の調整を必要とする事項、④そのほか

理事会の円滑な運営に資する事項」について審議し、決定する機関として（学校法人桐朋

学園運営審議会規程第 5 条、以下、法人運営審議会規程という）、重要な役割を果たして

いる。理事長、第 1 号理事、第 2 号理事、理事会の指名する理事及び法人本部事務局長で

組織され（法人運営審議会規程第 2 条）、その他に理事長が指名した「本部員」（各部門の

事務局長及び事務職員 1 人）が会議の運営を補佐している。 

「評議員会」は、現在 34 人の評議員で構成され（寄附行為第 21 条及び寄附行為施行細

則第 3 条）、本法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員

に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員からの報告を徴することができ

る（寄附行為第 19 条）。本学では学長（1 号理事）、選出理事（2 号理事）の他に、教職員

から選出された 4 人が評議員として、また前記の「本部員」2 人が出席し、補佐をしてい

る。【資料 3-4-1】【資料 3-4-2】【資料 3-4-3】【資料 3-4-4】 

本学では、（桐朋学園大学学則第 49 条）に基づき、教授会を設置し、その構成員及び審

議事項等は（桐朋学園大学音楽学部教授会規程、以下、教授会規程という）に定められて

いる。構成員は、学長及び桐朋学園音楽部門専任教員規程に定める常勤教員としての音楽

学部教授、准教授、専任講師並びに客員教員としての音楽学部教授、准教授の（教授会規

程第 2 条）、現在 51 人で組織されている。審議事項は（1）学生の入学、（2）学位の授与、

（3）その他教育研究に関する重要事項で、教授会の意見を聴くことが必要なもの（教授

会規程第 8 条第 1 号）、教授会は前項に規定するもののほか、学長等がつかさどる教育研

究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる（教

授会規程第 8 条第 2 項）。と規定されている。【資料 3-4-5】【資料 3-4-6】 

また、部門の長（学長）を補佐し、本学の日常の運営等について協議する「桐朋学園音

楽部門仙川キャンパス運営協議会」（以下、運営協議会という）が設置されている（桐朋学

園音楽部門仙川キャンパス運営協議会規程、以下、運営協議会規程という）。構成員は学長、

選出理事、学部長、高校部長、音楽教室部長、図書館長、教務部長、学生部長、事務局長、

総務部長、財務部長、教学事務部長、図書館事務部長、その他部門の長が委嘱した者で組

織され（運営協議会規程第 3 条）、 

（1）本学の管理運営に関する重要な事項 

（2）本学の教学に関する重要な事項 

（3）理事会、部門の長又は本学各機関から協議を付託された事項 

（4）本学各機関での検討を求める事項 

（5）その他本学の校務の執行に関し、本学各機関の調整を必要とする事項 

（運営協議会規程第 5 条）の各事項を協議する。学長を補佐するとともに、これら役職者
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の意思疎通を図るために原則毎週 1 回開催している。【資料 3-4-7】 

また、桐朋学園音楽部門仙川キャンパスにかかわる重要事項の最終意思決定を行う機関

として桐朋学園音楽部門仙川キャンパス会議を設置している（桐朋学園音楽部門運営大綱

第 16 条第 1 項及び桐朋学園音楽部門仙川キャンパス運営要綱第 2 条）。会議は、（1）桐朋

学園大学音楽学部常勤教員、（2）桐朋女子高等学校音楽科常勤教員、（3）事務局長、（4）

事務局部長及び部長補佐（富山キャンパス配属者を除く。）、（5）事務局課長及び課長補佐

（富山キャンパス配属者を除く。）によって構成され（桐朋学園音楽部門仙川キャンパス会

議規程第 2 条、以下、仙川キャンパス会議規程という） 

（1）仙川キャンパスの予算 

（2）仙川キャンパスの決算 

（3）仙川キャンパスの事業計画の大綱 

（4）仙川キャンパスの人事採用計画 

（5）その他必要とされる事項 

について審議決定する（仙川キャンパス会議規程第 7 条）。 

仙川キャンパス会議は、原則として、８月を除いた毎月開催される（仙川キャンパス会

議規程第 9 条）。 

 上記の他、経営計画にかかわる事項を協議するために、経営評議会を設置している（桐

朋学園音楽部門運営大綱第 11 条第 1 項）。経営評議会は、（1）部門の長、（2）選出理事、

（3）部門に所属する評議員、（4）事務局長、（5）財務部長、で構成される（桐朋学園音

楽部門経営評議会規程第 3 条、以下、経営評議会規程という）。 

部門の長は、次の事項について諮問する（経営評議会規程第 5 条）。 

（1）事業計画に関する事項 

（2）予算案編成に関する事項 

（3）決算及び監査に関する事項 

（4）資金の借入に関する事項 

（5）部門の各学校及び附属教育研究機関の学費改定に関する事項 

（6）期中の資金の収支に関する事項 

（7）その他部門の経営に関する事項、（経営評議会規程第 5 条） 

上記のとおり、法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーション

による意思決定は各会議体を通して円滑に行われていると判断する。【資料 3-4-8】【資料

3-4-9】【資料 3-4-10】【資料 3-4-11】 

 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

 本法人の管理運営体制に関する会議体は、前述のとおり、法人運営審議会、評議員会及

び理事会である。法人運営審議会及び理事会には、本学より、学長、教職員より選出され

た理事、事務局長及び事務職員 1 人が本部員として出席しており、管理及び教学部門も含

め、意思疎通を図るとともに法人及び大学の相互チェックの機能も果たしている。 

 評議員会（寄付行為第 21 条及び施行細則第 3 条）は法人の教職員 13 人、卒業生 3 人、

理事（3 号を除く）10 人、学識経験者（3 人が理事に選任されている）8 人の計 34 人で構

成されている。評議員会の意見具申等は前述のとおりである。諮問事項として、次に掲げ
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る事項は、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない（寄附行

為第 18 条）。 

（1）予算、借入金、基本財産の処分並びに運用財産中の重要な資産の処分 

（2）事業計画 

（3）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

（4）寄附行為の変更 

（5）目的たる事業の成功不能に因る解散 

（6）寄附金品の募集に関する事項 

（7）合併 

（8）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会が必要と認めた事項 

評議員会は、法人及び各管理部門の意思疎通に重要な役割を果たしている。 

監事は、この法人の理事、職員又は評議員以外の者であって、理事会において理事総数

の過半数の議決で選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する

（寄附行為第 11 条第 1 項）。 

監事は、次の事項について理事会に出席して意見を述べること（寄附行為第 11 条第 2 項）。 

（1）この法人の業務を監査すること 

（2）この法人の財産の状況を監査すること 

（3）この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度監査報告書を作成し、当該会

計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること 

（4）第 1 号又は第 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の

行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、

これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること 

（5）前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の

招集を請求すること 

（6）この法人の業務又は財産の状況について 

監事は、以上の職務を行い、管理運営のチェック機能を十分に果たしている。   

 本法人、本法人と本学間及び本学内において、意思疎通はしっかりなされ、また同時に

相互の管理体制のチェック機能も十分に行われていると判断する。【資料 3-4-12】【資料

3-4-13】 

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

 学校法人桐朋学園は、「学校法人桐朋学園寄附行為施行細則第 2 条」において、「本法人

の理事会は、男子部門、女子部門、音楽部門、それぞれの自主性を尊重し、建学の精神を

ふまえ、学園の運営にあたるものとする」。と規定している。桐朋学園の組織は、各部門が

それぞれの部門において責任を持って運営されていく体制を前提として、学校法人の管理

運営体制が確立されている。【資料 3-4-14】 

 理事長は、「法人を取り巻く外部状況と学校法人運営の課題」、「本法人の組織のあり方」、

「法人の課題とその取り組み方」などについての考え方を前述の理事会、評議員会等に示

し、その業務を適切に遂行している。理事長はまた、毎年度の予算編成にあたって、「本法

人の予算編成の基本方針」を示し、各部門はこの基本方針を踏まえて事業計画を策定し、
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当初予算を編成している。 

理事長は「寄附行為」の規定に基づいて理事会を招集し、学校法人の意思決定機関とし

て適切に運営している。 

 また、理事長がリーダーシップを適切に発揮できるように、それを支える管理運営体制

についても、さまざまな情報・意見が理事長のもとに届くように工夫および配慮がなされ

ている。 

その一つとして、理事長、各部門選出理事、法人本部事務局長で構成する「理事勉強会」

がある。この会は、次に掲げる事項を調査・研究するために前述の法人運営審議会のもと

に置かれるものである。 

（1）理事会から付託された事項 

（2）理事会に付議する議案 

（3）部門間の調整を必要とする事項 

（4）その他理事会の円滑な運営に資する事項 

 

 本学学長は、大学の教育研究上、管理運営上の諸課題等について、法人との協議に基づ

く事項、または自らの方針に基づいて構想する事項を前述の「教授会」および「仙川キャ

ンパス会議」に諮問し、「教授会」および「仙川キャンパス会議」は、学長の構想等の具現

化の案を策定する。「教授会」および「仙川キャンパス会議」は、これら学長からの諮問お

よび各委員会から提起された案件を相互的な観点から審議して、学長の諮問に応えるとと

もに、各委員会等からの諸問題・要望等についても、審議結果として学長に提起する。学

長は、「教授会」および「仙川キャンパス会議」の審議結果を踏まえ、学長としての最終的

な決定を行っている。【資料 3-4-15】 

 以上のことから、理事長および学長のリーダーシップと、関係各部署および広く教職員

からのボトムアップは、バランスのとれたシステムのもとで適切に発揮されている。 

 

（3）3－4の改善・向上方策（将来計画） 

 管理部門と教学部門をはじめ、各管理運営機関並びに各部門の連携が適切に行われる体

制を維持していく。理事会、監事、評議員会の適切な学校法人運営への参画を維持してい

く。本学の規則等の改訂・整備を行い、社会の現状に沿った、適切かつ透明性のあるガバ

ナンスを確立して、更に学内の意思決定機能を円滑に保持するよう努める。 
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3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5の自己判定 

基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による 

業務の効果的な執行体制の確保 

学校法人桐朋学園は、設置する学校群を「男子部門」「女子部門」「音楽部門」の 3 部

門に分け、各部門が責任を持って、教育、人事、財務等を運営する体制が採られている。 

 音楽部門は本学（附属図書館を含む）、「桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）」「桐

朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室」「桐朋学園大学院大学」「桐朋学園大学

院大学・桐朋学園大学音楽学部附属桐朋オーケストラ・アカデミー」の 5 つの教育機関を、

3 部門独立採算制のもとに運営している。 

 本学の職員は「音楽部門事務局」のいずれかの部署に配置され、事務局は「音楽部門」

が運営する 5 つの教育機関を有機的に支援できるよう組織編成されている。 

 「音楽部門」のキャンパスは「仙川キャンパス」「調布キャンパス」（いずれも東京都

調布市）と「富山キャンパス」（富山県富山市）の 3 カ所にあり、本学は、仙川・調布キ

ャンパスにおいて教育研究活動を展開している。「音楽部門事務局」は、「音楽部門」が

運営する学校群の地域別・機関別の独立性を勘案し、効率的な事務業務が遂行されるよう

に配慮されている。 

 本学の事務組織は「桐朋学園音楽部門事務局運営要綱」および「桐朋学園音楽部門事務

局分掌規程」に則り、図 3-5-1 のとおりとなっている。事務局長の下に 5 部（総務部、財

務部、教学事務部、図書館事務部、富山キャンパス事務部）と事務局長が直轄する「音楽

教室課」を含めて、10 課の体制が敷かれている。富山キャンパス事務部を除く 4 部が本学

の事務に携わり、「桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）」と本学との一貫教育にも配慮

した人員配置が行われている。事務組織の権限や責任は、規程に記載のとおり明確で、限

られた人数で学校運営を行っている。仙川・調布キャンパスに関する各部の専任職員数は

表 3-5-1 のとおりである。【資料 3-5-1】【資料 3-5-2】 
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総務部

財務部

教学事務部

図書館事務部

合計

5 人 7 人

1 人 5 人

13 人 14 人

仙川キャンパス 調布キャンパス
2 人 1 人

5 人 1 人

 

図 3-5-1 桐朋学園音楽部門事務局組織図 

 

 

表 3-5-1 仙川・調布キャンパスに関する各部の専任職員数 

平成 28（2016）年 5 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

「桐朋学園音楽部門事務局運営要綱」第 9 条に役職者の職務は、「桐朋学園音楽部門事

務局長職位規程」「桐朋学園音楽部門事務局部長職位規程」「桐朋学園音楽部門事務局課

長職位規程」に明確に定められている。 

 事務局長は、事務局の円滑な運営を図るため、週に 1 度「事務局長・部長会議」を開催

桐朋学園音楽部門事務局組織図 平成28（2016）年5月1日現在

【総務部】

【財務部】

【教学事務部】

【音楽教室課】 【図書館事務部】

【富山キャンパス事務部】

【大学院設置準備室】

　※うち嘱託職員１名

大学院設置準備室員(１名) 

総 務 課 長

教 学 課 長

演 奏 課 長 ( 兼 )

総 務 部 長

財 務 部 長 ( 兼 ) 財 務 課 長

総 務 課 長 補 佐

教 学 事 務 部 長

教 務 課 長

学生支援課長　(兼)

事 務 局 長

総務課員(４名)
　※うち嘱託職員４名

財務課員(４名)

教務課員(３名)

演 奏 課 長

学生支援課員(６名)
　※うち嘱託職員１名

図書館事務課員(７名)
　※うち嘱託職員３名

教学課員(１名)
　※うち嘱託職員１名

演奏課員(２名)
　※うち嘱託職員２名

事 務 局 次 長

図書館事務部長 図書館事務課長

事 務 部 長 事 務 部 長 補 佐

※事務委託
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して、次の内容について協議している。【資料 3-5-3】【資料 3-5-4】【資料 3-5-5】 

（1）事務局業務の企画・立案に関する事項 

（2）事務局業務の遂行・管理に関する事項 

（3）事務局内の連絡・調整に関する事項 

（4）仙川キャンパス会議、富山キャンパス会議、経営評議会、仙川キャンパス運営協議

会、大学院大学研究科委員会、大学教授会、高校職員会議、各部会・運営委員会、教

務委員会、学生・生徒委員会、図書館運営会議、音楽教室運営会議、アカデミー運営

会議等の審議結果に伴う事務処理に関する事項 

（5）法人関連業務 

（6）その他事務局長が必要と判断する事項 

 各部長は、それらの協議事項について各部員に報告、業務指示している。 

また、月に 1 度「事務職員会議（専任職員）」を開催しており、さまざまな会議体での内

容について報告し、全専任職員が情報を共有している。教学運営、管理運営、その他必要

事項について、各部署が協議・調整等を行うことによって、事務組織が円滑かつ適切に機

能する体制が整えられている。 

                                                            

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

 教育諸事業の円滑な推進に資するため、法令、諸規程、政策、内外の諸情勢などを学び、

これらにかかわる情報及び資料を収集・調査する。また、必要に応じて資格取得又は技術

養成のために、研修会、講習会、資格養成講座等に参加する。以上は、「桐朋学園音楽部

門専任事務職員研修基準」に定められており、資質向上のために、職員の積極的な受講を

奨励している。研修終了後は他の教職員に研修内容を報告し、情報の共有を図っている（表

3-5-2）。【資料 3-5-6】 

表 3-5-2 平成 27（2015）年度に事務職員が出席した研修会 

研修会名称 主催者

大学ＦＤ学修会2015 株式会社 教育ソフトウェア

平成27年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会 文部科学省

第5回筑波障害学生支援研究会
国立大学法人 筑波技術大学
国立大学法人 筑波大学

就活支援のための情報活用セミナー 日経メディアマーケティング株式会社

キャリア教育・就職支援ワークショップ 独立行政法人日本学生支援機構

高等学校等就学支援金事務説明会 東京都生活文化局私学部

学校法人会計基準研修会 東京都生活文化局私学部

平成27年度（通算第53回）大学教務部課長相当者研修会 日本私立大学協会

平成27年度研究会 都内私立大学教職課程事務担当者懇談会

日本学生相談学会第33回大会ワークショップ

「学生相談のための組織心理コンサルテーション」
日本学生相談学会

第2回発達障害の理解と支援のための

シンポジウム＋ワークショップ
株式会社　金剛出版

第52回全国学生相談研修会 日本学生相談学会

平成27年度 日本学生支援機構奨学金採用業務等研修会 日本学生支援機構

平成27年度 日本学生支援機構奨学業務連絡協議会 日本学生支援機構

平成27年度 日本学生支援機構奨学金事務担当者研修会 日本学生支援機構

税制改正について　マイナンバーについて 武蔵府中法人会  
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（3）3－5の改善・向上方策（将来計画） 

 職員育成のため、組織の改編、制度の見直し、情報の共有、研修会への積極的参加等をさら

に推進する。 

 現在、本学が取り組んでいる建築等、教育環境の整備に向け、事務局各会議体においても、

改善に向けた計画を立案していく。 

 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6の自己判定 

基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

 本学の財務は、桐朋学園音楽部門として、仙川キャンパス（桐朋学園大学、桐朋女子高

等学校音楽科（男女共学）、桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室）、富山市

に設置する桐朋学園大学院大学及び桐朋オーケストラ・アカデミーで編成されている。 

 「桐朋学園音楽部門運営大綱」第 11 条および「桐朋学園音楽部門仙川キャンパス運営

要綱」第 6 条第 2 号の規定に基づき、部門の長（学長）の諮問機関として、部門の経営計

画の立案にあたるために桐朋学園音楽部門経営評議会を置いている。 

 構成員は、部門の長（学長）、選出理事、部門に所属する評議員、事務局長、財務部長

とし、学長が必要と認めるとき、学長が委嘱した若干名を構成員に加えている。 

 諮問事項としては、事業計画に関する事項、予算案編成に関する事項、決算および監査

に関する事項、資金の借入れに関する事項、部門の各学校および附属教育研究機関の学費

改定に関する事項、期中の資金の収支に関する事項、その他部門の経営に関する事項があ

り、さまざまな角度から経営分析を行っている。 

 毎年 3 月に次年度の予算を作成する際、学長が次年度の事業計画を表明すると同時に、

今後 10 年間の収支見通し表 3-6-1 を作成し、仙川キャンパス会議で選出理事が教職員に説

明している。その中で、今後の学生数の見通し、教職員の採用計画、特定資産の推移等を

表記し、中長期的な計画に基づく適切な財務運営を確立できるよう、全教職員に学校の財

務状況を示している。【資料 3-6-1】【資料 3-6-2】【資料 3-6-3】 
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表 3-6-1 

資金収支計算書

収入の部 （単位：千円）

学生生徒等納付金収入 2,868,664 2,936,162 2,974,392 2,971,306 2,966,920 2,963,934 2,945,934 2,945,934 2,930,934 2,920,934

手数料収入 29,430 29,374 29,374 29,374 29,374 29,374 29,374 29,374 29,374 29,374

寄付金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補助金収入 675,719 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000

資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

付随事業・収益事業収入 3,328 2,834 2,834 1,834 1,834 1,834 1,834 1,834 1,334 1,334

受取利息・配当金収入 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659 2,659

雑収入 142,727 103,886 68,202 180,453 72,455 99,330 109,022 72,894 74,885 132,287

退職財団交付金収入 86,812 52,064 16,380 128,631 20,633 47,508 57,200 21,072 23,063 80,465

その他 55,915 51,822 51,822 51,822 51,822 51,822 51,822 51,822 51,822 51,822

借入金等収入 756,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前受金収入 529,443 525,792 508,515 508,515 508,515 508,515 508,515 499,750 499,750 499,750

その他の収入 1,022,625 280,624 241,349 216,135 317,916 209,918 236,793 229,236 210,357 212,348

資金収入調整勘定（△） △ 752,043 △ 771,081 △ 706,297 △ 801,271 △ 693,273 △ 720,058 △ 729,840 △ 693,712 △ 686,938 △ 744,340

他部からの繰入金 3,300 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

       単年度収入合計 5,281,853 3,487,650 3,498,428 3,486,405 3,583,800 3,472,906 3,481,691 3,465,369 3,439,755 3,431,746

前年度繰越支払資金 833,525 913,211 928,458 1,067,413 1,032,863 1,112,211 1,129,198 1,131,254 1,169,749 1,148,699

合　　　計 6,115,378 4,377,164 4,426,886 4,553,818 4,616,663 4,585,117 4,610,889 4,596,623 4,609,504 4,580,445

支出の部

人件費支出 2,104,890 2,044,526 2,015,620 2,185,528 1,999,040 2,051,213 2,075,517 2,023,347 2,057,867 2,140,384

教員 1,557,460 1,556,134 1,557,402 1,555,917 1,539,366 1,546,838 1,550,128 1,555,596 1,554,270 1,550,790

職員 432,798 432,680 434,206 438,790 434,147 436,731 441,375 441,437 446,143 446,266

退職金 114,632 55,712 24,012 190,821 25,527 67,644 84,014 26,314 57,454 143,328

教育研究経費支出 1,024,412 937,741 937,741 937,741 937,741 937,741 937,741 937,741 937,741 937,741

管理経費支出 124,178 129,850 129,850 129,850 129,850 129,850 129,850 129,850 129,850 129,850

借入金等利息支出 0 0 2,109 5,589 5,289 4,989 4,689 4,389 4,089 3,789

借入金等返済支出 0 0 22,200 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

施設関係支出 1,615,799 174,641 0 0 0 0 0 0 0 0

設備関係支出 195,473 55,570 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500

資産運用支出 3,156 2,314 102,314 52,314 222,314 122,314 122,314 122,314 122,314 102,314

その他の支出 114,350 123,603 123,603 123,603 123,603 123,603 123,603 123,603 123,603 123,603

［予備費］ 15,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資金支出調整勘定（△） △ 91,500 △ 100,753 △ 100,753 △ 100,753 △ 100,753 △ 100,753 △ 100,753 △ 100,753 △ 100,753 △ 100,753

他部への繰出金 96,310 81,214 81,289 81,583 81,868 81,463 81,173 80,884 80,594 80,578

       単年度支出合計 5,202,168 3,448,706 3,359,473 3,520,955 3,504,452 3,455,920 3,479,635 3,426,875 3,460,805 3,523,006

       単年度収支差額 79,685 38,944 138,955 △ 34,550 79,348 16,986 2,056 38,495 △ 21,050 △ 91,260

翌年度繰越支払資金 913,211 928,458 1,067,413 1,032,863 1,112,211 1,129,198 1,131,254 1,169,749 1,148,699 1,057,439

合　　　計 6,115,378 4,377,164 4,426,886 4,553,818 4,616,663 4,585,118 4,610,889 4,596,623 4,609,504 4,580,445

学生・生徒数

194 194 194 185 185 185 185 185 180 180

72 60 60 57 57 57 57 57 57 57

0 33 33 33 33 33 33 33 33 33

767 772 774 766 757 748 739 739 734 729

在学者数（高校） 202 202 192 177 174 171 171 171 171 171

在学者数（大学院） 0 33 66 69 69 69 69 69 69 69

教職員数

5 3 1 4 1 3 2 1 2 1

4 5 3 0 2 1 3 2 0 1

1 0 0 2 0 0 1 0 1 4

0 1 0 0 2 0 0 1 0 0

特定預金等

515,097 515,097 515,097 515,097 515,097 515,097 515,097 515,097 515,097 515,097

0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0

0 0 0 10,464 0 0 0 0 0 0

30,611 30,617 30,623 20,159 40,159 60,159 80,159 100,159 120,159 120,159

0 0 100,000 50,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

688,859 0 0 0 0 0 0 0 0 0

337,370 337,370 437,370 487,370 687,370 787,370 887,370 987,370 1,087,370 1,187,370

1,200,000 1,200,000 1,177,800 1,117,800 1,057,800 997,800 937,800 877,800 817,800 757,800

2016（平成28）から2025（平成37）年度までの収支見通し（音楽部門）・・・大学入学者数　１９４名

　　　　　　　　　　　残　高

新校舎建築費　借入金（１２億円）残高

芸術教育整備拡充資産　残　高

退職給与引当特定預金　積立額

　　　　　　　　　　　取崩額

　　　　　　　　　　　残　高

施設設備引当特定預金　積立額

　　　　　　　　　　　取崩額

2020年度
(平成32)

2021年度
(平成33)

2022年度
(平成34)

2023年度
(平成35)

2024年度
(平成36)

2025年度
(平成37)

2016年度
(平成28)

2017年度
(平成29)

2018年度
(平成30)

2019年度
(平成31)

専任教員　退職者数

　　　　　採用者数

専任職員　退職者数

　　　　　採用者数

2020年度
(平成32)

2021年度
(平成33)

2022年度
(平成34)

2023年度
(平成35)

2024年度
(平成36)

2025年度
(平成37)

2016年度
(平成28)

2017年度
(平成29)

2018年度
(平成30)

2019年度
(平成31)

2024年度
(平成36)

2025年度
(平成37)

入学者数（大学）

入学者数（高校）

入学者数（大学院）

在学者数（大学）

2018年度
(平成30)

2019年度
(平成31)

2020年度
(平成32)

2021年度
(平成33)

2022年度
(平成34)

2023年度
(平成35)

2016年度
(平成28)

2017年度
(平成29)

 
支
 
出
 
の
 
部

2020年度
(平成32)

2021年度
(平成33)

2022年度
(平成34)

2023年度
(平成35)

2024年度
(平成36)

2025年度
(平成37)

2016年度
(平成28)

2017年度
(平成29)

2018年度
(平成30)

2019年度
(平成31)

2024年度
(平成36)

2025年度
(平成37)

 
収
 
入
 
の
 
部

2016年度
(平成28)

2017年度
(平成29)

2018年度
(平成30)

2019年度
(平成31)

2020年度
(平成32)

2021年度
(平成33)

2022年度
(平成34)

2023年度
(平成35)
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3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 帰属収入の 80％以上を占める学生生徒等納付金は、年々減少傾向にある。少子化の波の

なか、音楽人口の減少は、今後恒常的に続く現象として捉え、本学も強い危機感を抱いて

いる。学校経営の安定を持続するために全学をあげて広報活動などを含めた学生確保に最

大限の努力を傾注している。過去 3 年間の大学の学生数（各年度 3 月 31 日現在）、学生

納付金収入の推移は表 3-6-2 のとおりである。 

 安定した財政基盤の確立と収支バランスの確保のために具体的に取り組んでいる方策と

しては、 

① 次年度予算の作成時には、予算会議を開催し、各部署から次年度の事業計画と予算申請

理由について説明を受け、必要に応じて選出理事、事務局長、財務部長がヒアリング

し、健全経営が保たれるよう予算編成している。 

② 予算執行の際は、数社から見積りをとり、経費削減を図っている。 

③ 徹底した予算管理を行っている。 

④ 経営評議会を毎月開催し、さまざまな角度から学校経営全般について検討している。 

⑤ 実技教育中心である音楽大学ということを最大限に活用し、特色ある教育研究プログラ

ムを充実させ、特別補助金の獲得を目指している。 

⑥ 平成 27（2015）年 5 月から始まった仙川キャンパス新校舎建築のための寄付金募集に

努力している。 

 

表 3-6-2 過去 3 年間の大学の学生数、学生納付金収入の推移 

 

 

 

 

 

 

（3）3－6の改善・向上方策（将来計画） 

 18 歳人口の減少を受け、主な収入源である学生生徒等納付金や経常費補助金の増収は、

今後見込めないため、次の諸点について改善・向上を図る計画である。 

① 学生生徒等納付金収入を維持、増収を図るため、学生募集活動をさらに充実、強化する。 

② 専任教職員の新規採用にあたっては、その必要性を慎重に審議し、教職員数の適正化を

図り人件費支出を抑制する。 

③ 特色ある教育研究プログラムを充実させ、特別補助金の獲得を目指す。 

④ 高い教育水準を維持しながらも、更に経費削減を行う。 

 

 

 

 

 

 

年度 学生数（人） 学生納付金収入（千円）

2015年度 759 1,604,314

2014年度 750 1,578,388

2013年度 748 1,580,102
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3－7 会計 

≪3－7の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）3－7の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 

 

（2）3－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

 本法人には、「経理規程」「資産取得規程」「資産除却規程」等の財務に関する諸規程

が整備されており、これらに則り適切に会計処理がなされている。経理規程は、本法人の

経理に関する基準を定め、経理業務を正確かつ迅速に処理し、財政状態及び経営状況を計

数的に把握し、経営の能率的運営と教育研究活動の発展に資することを目的としている。 

 予算は、学校運営の基本であり、教育、研究その他の学事計画と密接な関連をもって明

確な方針のもとに編成し、執行されなければならない。毎年 1 月に翌年度の事業計画と予

算が各部署から提出され、「予算会議」「桐朋学園音楽部門経営評議会」「桐朋学園音楽

部門仙川キャンパス会議」を経て 3 月の評議員会で意見を聴き、理事会で決定し予算化さ

れる。【資料 3-7-1】【資料 3-7-2】【資料 3-7-3】 

 その後は、学校会計基準及び経理規程に沿い適正な会計処理がなされている。 

 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

 本学の公認会計士監査は、あずさ監査法人に依頼している。平成 27 年度の監査実施状

況は以下のとおりである。 

平成 27（2015）年 4 月 現預金実査 

平成 27（2015）年 11 月 期中監査 

平成 28（2016）年 2 月 期中監査 

平成 28（2016）年 5 月 決算監査 

 毎年度、公認会計士監査終了後、決算承認の理事会までの間に「法人監査会」が開催さ

れる。同監査会には、監事、公認会計士、理事長、各部門選出理事、法人本部担当職員、

各部門事務局長（事務部長）・経理担当責任者等が出席している。監事は、全ての理事会

および評議員会に出席し、意見を述べ、理事の業務執行状況を監査するとともに、法人監

査会において、公認会計士監査の結果報告を受け、学園及び公認会計士に対してその内容

を確認し、問題点がある場合には、その点について是正勧告を行っている。 

 また、監査日以外でも公認会計士と面談、電話等により適正な会計処理を遂行するため、

指導、助言を仰いでいる。 

 こうした一連の監査の結果、本学では、これまで監査意見に影響を与える不適切な事項

はなく、無限適正の意見表明がされている。 

 

（3）3－7の改善・向上方策（将来計画） 

 会計処理については、経理業務を正確かつ迅速に処理するべく、担当部署である財務課
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員が積極的に研修会等を利用し、能力の向上を図る。会計監査については、体制が整い確

立されているので、引続き厳正な監査が執行されるよう万全を期す。 

 

［基準 3の自己評価］ 

 基準 3－1 経営の規律と誠実性については、問題なく適切に対応している。今後は、具

体的な中長期計画を策定し、教育に反映させていく。 

 基準 3－2 理事会の機能については、理事会等の組織が整備されており、適切に機能し

ている。 

 基準 3－3 意思決定の仕組みについて、学長がリーダーシップを発揮できる旨を規定に

定めた。 

 基準 3－4 コミュニケーションとガバナンスについては、理事会、評議員会の適切な学

校法人運営への参画を維持していく。また、本学の規則等の改定・整備を行い、社会の現

状に沿った、適切かつ透明性のあるガバナンスを確立し、更に学内の意思決定機関を円滑

に保持するよう努める。 

 基準 3－5 業務執行体制の機能性は、適切に機能している。そのうえで職員の資質・能

力向上にさらに努めていく。 

 基準 3－6 財務基盤と収支については、主たる収入源である学生生徒納付金の増収は今

後見込めないため、学生募集活動を充実、強化する。専任教職員数の適正化を図り人件費

支出を抑制し、さらなる経費削減を行っていく。 

 基準 3－7 会計について、学校会計基準および経理規程に沿い適正な会計処理がされて

いる。会計監査については、体制が整い確立されている。 
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基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価の周期等の適切性 

（1）4－1の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

 本学は、「自由で豊かな感性を持つ個性ある音楽家の育成」、「音楽教育による社会貢献」、

「世界における音楽文化の創造」の 3 点を建学の柱として掲げ、感性豊かで創造力のある

音楽家を育成し、国内はもとより国際的に活躍できる人材の輩出を目指し、ひいては本学

の音楽教育が芸術性溢れる社会の形成に貢献し、社会における音楽活動に資することを使

命・目的としている。この使命・目的を実現するために、学則第 1 条第 2 項は、「教育研

究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。」と定めている。【資料 4-1-1】 

本学は、文部科学省及び公益財団法人大学基準協会の指針に基づき、平成 7（1995）年

に自己点検・評価に関する規程を整備し、自主的・自律的な自己点検・評価を実施してき

た。学則第 1 条第 3 項に基づき、同年「桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価委員会規程」

（以下「自己点検・評価委員会規程」という。）が、平成 10（1998）年に「桐朋学園大学

音楽学部自己点検・評価実施規則」（以下「自己点検・評価実施規則」という。）が制定さ

れ、その後の制度改革と自己点検・評価活動の進捗状況に応じて改正を行い、現在に至っ

ている。【資料 4-1-2】【資料 4-1-3】 

「自己点検・評価実施規則」第 3 条では、表 4-1-1 のように「実施項目」をあげている。 

 

表 4-1-1 桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価実施規則第 3 条（実施項目） 

（１）教育研究の目的及び教育研究活動等における点検項目の作成及び点検に関すること。 

（２）教員組織及び施設設備等の点検項目の作成及び点検に関すること。 

（３）学生サービスその他の活動にかかわる点検項目の作成及び点検に関すること。 

（４）図書館を含む大学附属施設の活動にかかわる点検項目の作成及び点検に関すること。 

（５）管理運営にかかわる点検項目の作成及び点検に関すること。 

（６）国際交流、社会との連携等にかかわる点検項目の作成及び点検に関すること。 

（７）教育研究、管理運営等にかかわる外部評価の聴取及びその検討に関すること。 

（８）学内における意見聴取の結果及びその検討に関すること。 

（９）自己点検等の評価の実施に関すること。 

 (10) 自己点検・評価の結果報告書の作成及び公表に関すること。 

 (11) その他委員会が必要と認める事項に関すること。 
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「自己点検・評価委員会」は、「自己点検・評価委員会規程」及び「自己点検・評価実施

規則」に則り、上記の「実施項目」の中から毎年 6 月末日までに当該年度の点検・評価項

目を定め、必要に応じて項目別に担当の「専門委員会」を置いて、12 月末日までにその評

価を実施し、その結果を集約して学長に報告するものとしている。これと並んで、本学独

自の基準に基づく自己点検・評価活動の一環として、学生による授業評価アンケート、授

業への出席状況調査などを行い、教育研究活動の現状把握に努めている。 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

1．「自己点検・評価委員会」の構成員 

学長、選出理事、学部長、教務部長、学生部長、図書館長と事務局長、事務局各部長な

どからなる教職員一体の組織である。本学の日常的な運営を司る学長、理事をはじめとす

る仙川キャンパス運営協議会（以下、「運営協議会」と記す）と、仙川キャンパスの教育研

究に関わる事項を審議する仙川キャンパス主任会議（以下、「主任会議」と記す）とを合同

した会議体となっている。また、「学長の指名する者」を構成員に加えられるように規定さ

れており、現状では 22 人の教職員が自己点検・評価委員になっている。「学長の指名する

者」として、音楽教室部長と高校部長が加わっており、桐朋学園の音楽教育の根幹をなす

「子供のための音楽教室」と「桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）」の代表をも加えて、

大学の教育・経営との連携が図られるようになっている。こうして、「自己点検・評価委員

会」は、少数の役職者で組織されることを防ぐとともに、学長をはじめとする教員の代表

と事務局長をはじめとする職員の代表、音楽教室と高等学校の代表が集められ、教育研究

と財務経営の双方の立場から、全学的・多角的に自己点検・評価を行う体制が整っている

（表 4-1-2）。 

 

表 4-1-2 桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価委員会規程第 2 条（構成） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）学長 

（２）選出理事 

（３）学部長 

（４）教務部長 

（５）学生部長 

（６）図書館長 

（７）仙川キャンパス各部会主任・各運営委員会委員長 

（８）事務局長 

（９）仙川キャンパス事務局各部長 

（10）学長の指名する者 

２ 委員会は、学長の委嘱する若干名の学外者を構成員に加えることができる。 

 

2．「専門委員会」の設置 

「自己点検・評価委員会規程」第 6 条にあるように、毎年度の点検項目の内容に応じて、

「専門委員会」を設置して、個々の項目に関する詳細な分析・検討が行える措置が講じら
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れている。【資料 4-1-2】 

「専門委員会」は、点検項目に合わせて別個に専門委員を選び、新たに設置することも

あるが、多くの場合、教育計画検討委員会、主任会議、学生・生徒委員会、採用検討会議、

経営評議会、運営協議会、FD 委員会、各部会・運営委員会など既存の組織を適宜「専門

委員会」としている。こうして、既存の組織の人材を有効に利用し、「専門委員会」ごとに、

教学事務部、総務部、財務部、図書館事務部などを割りあてて、教職員一体で点検・評価

活動が行われるようにしている。 

 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

平成 15（2003）年に検討内容を「自己点検・評価報告書」に編集し、出版した。【資料

4-1-4】 

そして、平成 18（2006）年度からは、新たに設置された「教育計画検討委員会」を加

えて、公益財団法人日本高等教育評価機構の基準に基づく自己点検・評価活動を始めた。

【資料 4-1-5】 

さらに、平成 19（2007）年度は、授業評価アンケートなどを実施して資料収集を行い、

平成 20（2008）年 3 月に「自己評価報告書」を編集し、出版した。【資料 4-1-6】 

その後、平成 21（2009）年 6 月には、日本高等教育評価機構による認証評価を受審し、

平成 22（2010）年 3 月に「認定」の判定を受けた。【資料 4-1-7】 

表 4-1-3 は、平成 21（2009）年以降の過去 7 か年に、「自己点検・評価委員会」で検討

された具体的な点検項目である。【資料 4-1-8】 

 

表 4-1-3 自己点検・評価の点検項目（平成 21（2009）年度から平成 27（2015）年度） 

 自己点検・評価委員会で検討された点検

項目 

報告書及び答申 

平成 21

年度 

①指揮教育の再編について 教授会へ報告書「指揮教育の再編について」

の提出【資料 4-1-9】 

②教育計画検討委員会の活性化につい

て 

 

③授業アンケートの有効活用及び改善

方策について 

 

④図書館業務の検証 教授会へ報告書「事務業務の分析」を提出 

【資料 4-1-9】 

平成 22

年度 

①運営協議会・主任会議・経営評議会の

在り方 

 

②ソルフェージュ教育と実技教育 ※次年度に引き継ぐ 

③メディア環境の整備  

平成 23

年度 

①運営協議会・主任会議・経営評議会の

在り方 
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平成 23

年度 

②ソルフェージュ教育と実技教育 

（ソルフェージュ基礎教育の再構築、少

数精鋭クラスの在り方） 

「ソルフェージュ教育と実技教育について」

を、教授会へ答申する【資料 4-1-10】 

③専任教員の定年に伴う再雇用の在り

方（部会・運営委員会等の組織の再編

を含む） 

 

平成 24

年度 

①部会・運営委員会等の組織の再編  

②教育研究活動 

平成 25

年度 

①教育研究活動 「教育研究活動に関する自己点検・評価実施

細則」を制定した【資料 4-1-11】 

これに基づいて各教員が提出したものを集

約して「教育研究業績書」に編集し、教授会

で公表することを決定した【資料 4-1-12】 

平成 26

年度 

①教員研究活動 「自己点検報告書」としてまとめた 

【資料 4-1-13】 

オリエンテーション期間中に在校生対象に

学生生活に関してのアンケートが実施され

た【資料 4-1-14】 

②学生サービスに関する点検項目につ

いて 

③国際交流と社会との連携について 

④学内における意見聴取について 

平成 27

年度 

認証評価に向けて「大学評価基準」の基

準 2 の項目に即して 

①学生の受入れ 

②教育課程及び教授方法 

③学修及び授業の支援 

④単位認定、卒業・修了認定等 

⑤キャリアガイダンス 

⑥教育目的の達成状況の評価とフィー

ドバック 

⑦学生サービス 

⑧教員の配置・職能開発等 

⑨教育環境の整備 

認証評価の「自己点検評価書」の作成を始め

た。 

 

（3）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

平成 22（2010）年 3 月の認証評価において、参考意見として、「自己点検・評価委員会

の活動を教員の具体的な FD 活動に生かし、教育内容・方法の向上に生かす努力が望まれ

る」ことが指摘された。この点については、2-8-②で詳しく述べたように、教員の FD 活

動につなげるさまざまな改善策が実施された。 

平成 27（2015）年の「自己点検・評価委員会規程」及び「自己点検・評価実施規則」

の改正を経て、本学は、大学の教育研究組織と財務経営組織、子供のための音楽教室と桐

朋女子高等学校音楽科（男女共学）の音楽部門全体の協働による自己点検・評価体制を構
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築したが、今後もこの協働体制を維持していく。 

自己点検・評価活動は、つねに学内の改善に目を向けていくとともに、社会に対する透

明性を確保し、今後も実効性のある自己点検・評価活動を実施していく。また、学内のさ

まざまな組織の中で「自己点検・評価委員会」の位置付けを明確にし、各会議体との有機

的な連携体制を整備していく。 

 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

（1）4－2の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

 本学は、教育研究情報を含む大学全体の情報を大学ホームページなどで公表している。

また、日本高等教育評価機構による認証評価に関する結果も開示している。 

 本学は、教育の質の向上と教育環境の改善を図るため、多面的評価の一環として、随時

学生からの意見聴取を行っている。自己点検・評価活動に際しては、毎年事務局が中心と

なって整備する大学の基礎データ（エビデンス集）の他、4 月の新学期オリエンテーショ

ン時に行うアンケート、授業評価アンケート、授業の出席状況調査などの客観的なデータ

ないし分析結果をもとに行っている。教員の教育研究活動については、毎年「教育研究業

績書」に編集して教授会で公表している。また、「桐朋学園大学研究紀要」を毎年刊行し、

教員の学術研究の奨励と交流を促進している。客観的な大学の基礎データ及びアンケー

ト・調査の結果を踏まえて自己点検・評価を行っており、エビデンスに基づいた透明性の

高い自己点検・評価が実施されていると判断する。 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

1．事務局における情報収集 

情報収集、データ管理・更新の業務担当は以下のとおりである。【資料 4-2-1】 

「総務課」：学長、学部長、選出理事、運営協議会の秘書的業務、統計・調査、教職員

の採用人事、福利厚生などについて 

「財務課」：財務・運営、施設・管理について 

「教務課」：教育行事、授業・レッスン等の実施運営、楽器や AV 機器の使用・管理等

学習支援について 

「学生支援課」：奨学金、学生・生徒の健康管理、カウンセリング等学生生活支援、進

路及び就職について 

「演奏課」：学外で開催される学生のコンサート等について 
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「図書館事務課」：図書館の運営・管理について 

 

2．各種アンケートによる情報収集 

①「授業評価アンケート」 

2-8 にも前述したとおり、平成 19（2007）年度以降は、毎年「授業評価アンケート」

を実施し、授業の向上改善に努めてきた。この結果は各担当にフィードバックされ

るのと同時に、各主任による確認もされている。また、アンケート結果の因子分析

を試みることで、2-6 に前述したように、満足度と関連の高い要因を探ることや、

より効率的な質問項目の検討も行っている。【資料 4-2-2】【資料 4-2-3】 

通年授業が多く行われていた平成 26（2014）年度までは、授業評価アンケートは

年度末の 1 回に留まっていたが、半期の講座が多くなったため、平成 27（2015）

年度からは、前期と後期の年 2 回実施するようにした。 

②「各授業担当へのアンケート」 

学生のレッスン・授業への出席状況については、各担当教員にアンケート調査を行

い、問題がないかどうかをチェックしている。 

③「各種講習会でのアンケート」 

オープンキャンパス、夏期講習、冬期講習などの際には、参加者へのアンケートを

実施し、受験生や保護者の意識調査の把握に役立てている。 

 

3．情報の分析と情報発信 

その他、各種コンクール入賞者、進路・就職状況、教職課程履修者数・教員免許状取得

者数、財務情報なども集計しており、これらのデータは、運営協議会、主任会議、教務委

員会、学生生徒委員会、保健室などに随時提供され、それぞれにおいて分析、検討され、

学生に対するきめ細かな指導が行われるようにしている。 

また、各年度に、本学の IR（Institutional Research）部署として位置づけられる運営協

議会と主任会議が、上記データを集約・整理して、年度毎に大学の基礎データを作成して

いる。また、その中の主だったデータを「事業報告書」、「音楽部門報」、ホームページ上に

公表している。【資料 4-2-4】【資料 4-2-5】 

 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

「自己点検・評価実施規則」第 6 条は、「自己点検・評価委員会」は自己点検・評価の

結果を「自己点検・評価報告書」に編集し、公表するものと定めている。【資料 4-2-6】 

4-1-①で述べたとおり「自己点検・評価委員会」は、平成 15（2003）年 3 月に「自己点

検・評価報告書」を編集し、学内外への配布を行うとともに、指摘されたさまざまな事項

について学内で検討し、改善を重ねてきた。【資料 4-1-4】 

平成 20（2008）年 3 月に出版された「自己評価報告書」は、日本高等教育評価機構が

定める評価基準項目に従って実施した自己点検・評価の結果を編集したものである。この

報告書は全教職員及び在学生に配布するとともに、事務局の窓口に配置して学外者にも配

布した。【資料 4-1-6】 

平成 21（2009）年度には、建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・
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特色等、沿革と現況、教育研究組織、教育課程、学生、職員、管理運営、財務、教育研究

環境、社会連携、社会的責務について、自己点検・評価が実施された。認証評価機関によ

る第三者評価は、平成 21（2009）年度、日本高等教育評価機構による認証評価が実施さ

れ、「認定」の判定を受けた。その結果は本学のホームページ上に掲載し、公開している。 

 

（3）4－2の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、自己点検・評価が形式的にならないように注意を払い、規程に基づき実効性

のある体制で取り組んでいる。「自己点検・評価委員会」での審議が終了した重要案件につ

いては、教授会に報告され、教授会において当該案件に関する審議決定を行うことにより、

全学的に共通認識が得られるようになっている。自己点検・評価の結果は学内では十分に

共有されているが、社会への公表という点ではまだ改善の余地が残されている。広く公表

して社会への説明責任をよりよく果たすために、定期的に自己点検・評価報告書を刊行し、

ホームページ上に掲載する必要があると判断している。 

在校生対象の学生生活に関するアンケート、授業評価アンケートなどを行ったことは評

価できるが、学校運営側からの一方通行的な見方に偏らないように留意する必要がある。

そのためには今後とも学内外のさまざまな意見を聴取し、多面的な自己点検・評価を心が

けるべきである。 

 

 

4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組みの確立と機能性 

（1）4－3の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

4-1-①で述べたように、「自己点検・評価委員会」は、毎年度必要に応じて自己点検・評

価を実施する項目別に「専門委員会」を置いて自己点検・評価を実施している。毎年度実

施された自己点検・評価の結果は、学長に報告され、教授会で公表されるとともに、学内

の 8 つの部会と 6 つの運営委員会、事務局各部署でも共有される。自己点検・評価の結果

を踏まえて、各部会・運営委員会は、事務局各部署と協働して、教育研究をはじめ大学運

営の改善・向上につなげる方策を検討し、フィードバックされる仕組みになっている。 

また、3-3-②で前述した、4 つ委員会でも取り上げ、学長のリーダーシップのもと、改

善へ向けて取り組んでいる。以下は、その具体的例の一部であり（a）は「建築委員会」、

（b）～（d）は「未来構想委員会」でも検討された課題である。 

（a） 教育環境の整備 

平成 20（2008）年度の「自己評価報告書」を受け、新校舎建築へ向けてメディア環境

や学生生活等のよりよい教育環境を整備するための方策を検討してきた。その結果、平成

24（2012）年 3 月に学生会館が開設され、平成 25（2013）年 2 月に調布キャンパス 2 号
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館（図書館と学生食堂）が、平成 26（2014）年 3 月には調布キャンパス 1 号館が完成し、

同年 9 月の後期から大学生は主として調布キャンパスを使用するようになった。平成 27

（2015）年度からは、音楽部門の本拠地である仙川新キャンパスの建替えに伴い、教育研

究環境のより一層の整備を図っているところである。 

（b）「キャリア支援センター」の開設 

平成 26（2014）年度の点検項目として挙げられた「学生サービスに関する項目」につ

いては、就職・進学・留学等の支援の重要性を鑑み、点検と並行してセンターの開設を行

った。 

（c）海外の学校との交流 

国際交流については、平成 20（2008）年度からのサンタ・チェチリア音楽院との交換

留学生制度に加え、ケルン音楽大学や英国王立音楽院等との教員・学生の交換交流が進め

られた。【資料 4-3-1】 

（d）社会との連携 

社会との連携という観点からは、学外からの要請に的確に応じられるような体制整備を

行っている（IV に後述する）。また、社会的に関心の高い高大接続システム改革を踏まえ

て、「高大連携授業」の実施準備を開始した。社会とのつながりをより一層深められるよう、

努力を続けている。【資料 4-3-2】 

以上より、自己点検・評価の活動は報告書の作成をもって終わることなく、改善・向上

のために有効に働いていると考えられる。 

 

（3）4－3の改善・向上方策（将来計画） 

今後も、在校生対象の学生生活に関するアンケートや授業評価アンケートなど各種アン

ケートによる情報収集とともに、「自己点検・評価委員会」による自己点検・評価活動を積

極的に行っていくが、社会への公表という点では、十分とは言えない。一部の内容は、ホ

ームページ等で公表しているが、より明確な説明責任をするために、有効な方法を検討中

である。 

 

［基準 4の自己評価］ 

本学は、平成 10（1998）年に「自己点検・評価委員会規程」および「自己点検・評価

実施規則」を制定し、これに基づき「自己点検・評価委員会」を設置して、自己点検・評

価活動を行ってきた。「自己点検・評価委員会」による自己点検・評価と並んで、在学生ア

ンケート、授業評価アンケートなどを実施し、その結果を学内で公表している。また一部

の内容については、冊子での配布やホームページ上への掲載を通して、学内外に公表して

いる。 

本学における自己点検・評価の適切性、誠実性、有効性は問題がなく、自主的・自律的

な自己点検が適切に実施され、教育研究の改善向上と社会への説明責任を果たす努力がな

されてきた。しかしながら、「自己点検・評価委員会」の位置づけ、社会への公表という点

において、まだ改善の余地が残されている。学内のさまざまな組織の中で「自己点検・評

価委員会」の位置付けを明確にして各会議体との有機的な連携体制を整備し、自己点検・

評価の結果を活用して PDCA サイクルの仕組みをより明確にしていく必要がある。また、
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自己点検・評価の結果を広く公表して社会への説明責任をよりよく果たすために、定期的

に自己点検・評価報告書を出版し、ホームページ上等に掲載する必要がある。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．演奏活動と地域・社会連携 

A－1 大学が実施している演奏活動 

≪A－1の視点≫ 

A-1-① 様々な演奏活動の取組みと意義 

（1）A－1の自己判定 

基準項目 A－1 を満たしている。 

 

（2）A－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 様々な演奏活動の取組みと意義 

演奏や作曲を専攻とする学生は、実技レッスンにおいて技量上達のための指導を教員よ

り受け、日々それぞれの目標達成の努力を続けている。また、それぞれの専門実技のレッ

スンにとどまらずアンサンブルやオーケストラ、作品発表などの、グループによる演奏形

態にも授業の中で取り組んでいる。学生にとって、日々のたゆまぬ努力の目的は演奏家と

して聴衆の前で演奏をすること、自作の楽曲が演奏会で演奏されることにある。演奏家と

しての修練は、日々の練習とレッスンによる指導を受けるだけで完結するのではなく、演

奏会に向けてさまざまな準備をすることや、演奏会において聴衆の前で演奏することで経

験する緊張感を克服することなど、単に教室での授業だけでは体験できない事柄の積み重

ねも重要となってくる。 

このような目的を達成するため、本学では実技系の授業の多くにおいて、その学習成果

の発表機会として演奏会を行っている（表 A-1-1）。 

また、より多くの発表機会を設ける目的で、演奏や作曲を専攻する学生の選抜者による

演奏会も数多く実施している（表 A-1-2）。 

これらの演奏会は原則として学外のホールで一般に公開されている。これにより、学生

は在学中より聴衆の前で演奏をする経験を重ねることができ、音楽ホールにおいて演奏会

運用の経験や舞台経験も積む事ができている。オーケストラ演奏会の幾つかにおいては、

外部主催団体との連携や招聘されることより、著名な音楽家との共演等、より高度な環境

での演奏会を行っている。（＊1） 

また地元ホールとの協定により地域貢献も行っている。（＊2） 
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表Ａ-1-1　平成27（2015）年度実施した演奏会（授業成果の発表）

演奏会 年月日 会　　場 備考

平成27年5月13日

平成27年5月14日

オーケストラ演奏会
（ヴェヴェゲーロフ）

平成27年5月26日 サントリーホール ＊1

平成27年6月4日

平成27年6月5日

ハープアンサンブルの夕べ 平成27年12月8日 調布くすのきホール

パーカッションの夕べ 平成27年12月11日 調布くすのきホール

チェロアンサンブル 平成27年12月16日 府中の森芸術劇場ウィーンホール

Symphonic Winds演奏会 平成27年12月17日 調布くすのきホール

合唱の夕べ 平成28年2月9日 調布くすのきホール

オペラ試演会 平成28年2月26日 府中の森芸術劇場ウィーンホール

平成28年3月25日 ミューザ川崎

平成28年3月26日 東京芸術劇場

表Ａ-1-2　平成27（2015）年度実施した演奏会（選抜による演奏会）

　演奏会 年月日

卒業演奏会 平成27年4月12日

ピアノ・コンペティション受賞者コンサート 平成27年4月14日

平成27年5月22日

平成27年6月24日

声楽コンサート 平成27年5月29日

平成27年6月5日

平成27年10月9日

平成27年10月22日

作曲作品展 平成27年6月26日

ピアノ・ガラコンサート 平成27年10月15日

ピアノ卒業演奏会 平成28年3月12日

管楽アンサンブルの夕べ 調布くすのきホール

石橋メモリアルホール ＊1

調布グリーンホール ＊1,＊2

オーケストラ演奏会
（ヴィオラスペース）

平成27年7月4日

サントリーホール ＊1

調布グリーンホール   

東京芸術劇場   

調布グリーンホール ＊1,＊2

音楽大学オーケストラ・フェスティヴァル
合同オケ

室内楽演奏会

Students'Concert

名取市文化会館 ＊1

オーケストラ演奏会
（作曲家の個展2015）

オーケストラ演奏会
（チャリティ演奏会　諏訪内晶子）

オーケストラ演奏会
（調布市制60周年記念）

オーケストラ演奏会
（調布グリーンホール）

オーケストラ演奏会
（女子部Ｂブロック演奏会）

オーケストラ演奏会
（音楽大学フェスティヴァル）

平成27年10月27日

平成27年11月18日

平成27年11月28日

平成28年1月16日

平成28年3月6日

東京オペラシティ・リサイタルホール

調布くすのきホール

浜離宮朝日ホール

会　　場

紀尾井ホール

調布くすのきホール

調布くすのきホール

調布くすのきホール

調布くすのきホール
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（3）A－1の改善・向上方策（将来計画） 

前述したように、授業成果の発表の場としての演奏会を毎年学外のホールで行っている。

多くの聴衆の前で演奏する機会を得ること、また地域の住民に演奏を提供する機会を増や

せることから大変有意義であると考える。学習成果の発表を考えると毎年ある程度同じ時

期に演奏会が設定されることが望ましいが、ホールの空き日と公演日程の調整など、ホー

ル確保に関して多少難しさがある。地域ホールとの協定締結などを通して、より確実に演

奏会設定が行えるように展開をしていく必要がある。 

 

 

A－2 地域貢献 

≪A－2の視点≫ 

A-2-① 地域社会における演奏活動 

（1）A－2の自己判定 

基準項目 A－2 を満たしている。 

 

（2）A－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-2-① 地域社会における演奏活動 

次の 3 点を中心に、地域社会への還元を行っている。 

① 本学のある調布市並びに公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団と協定を結び、

音楽全般に関する情報提供をしている。 

② 上記①とは別に、調布市や調布市関連の地域においてさまざまな演奏会等の提供を行っ

ている。 

③ 教育機関、医療・介護施設などの要請に応え、演奏会を行っている。 

以下に、①、②、③について詳しく述べる。 

 

① 調布市とは「相互友好協力協定」を結び、市の各種行事に協力したり、「ちょうふ市内・

近隣大学等公開講座」を行っている。これは、大学教員がそれぞれの専門分野を市民

向けにわかりやすく講座形式や演奏会形式で行うものである。本学教員の多様な教育

力を直接市民に還元する良い機会になっている。【資料 A-2-1、A-2-2】 

また、調布市文化・コミュニティ振興財団とは「相互協力提携に関する協定」を交わ

して年に 2 回、調布グリーンホールでのオーケストラ演奏会を行っている。（A-1 の授

業成果の発表に既出）この協定により、多くの市民に身近にオーケストラ演奏を聴く

機会を提供できるようになっている。 

② 調布市が大学のある仙川エリアに建設した調布市せんがわ劇場とも連携し、運営委員

や音楽コーディネーターを推薦することなどによって、ホールの運営や音楽関係のプ

ログラム立案などを通じて調布市の音楽文化発展向上に寄与している。調布市せんが

わ劇場の年間約 25 回の音楽プログラムのでは、本学の教員、学生が多く出演し、市民

や音楽ファンへさまざまな演奏会等を提供している。 

調布市立武者小路実篤記念館や児童館でのコンサート、日本赤十字や地元各団体の催

しにおいて、身近に音楽に触れる機会を提供している。 
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③ 本学のある調布市内の市立小学校の音楽専科教員部会の依頼に応え、本学学内におい 

て研修会を開催した。平成 27（2015）年度は打楽器の奏法学習講座を行い、現場の 

教員のスキルアップに協力した。 

近隣の杏林大学医学部付属病院において、入院患者向けに「院内コンサート」を年

４回開催し、入院患者に病院内で生演奏を提供することに努めている。 

長野県山間部にある南相木村村立南相木小学校や木島平村立木島平小学校では毎年

児童向けの鑑賞会と地域村民向けの演奏会を行い「子供たちと身近な場所で良い音

楽を聴きたい」という村の要望に応えている。 

 

（3）A－2の改善・向上方策（将来計画） 

本学が持つ人的、物的資源の提供は、毎年その範囲と量を拡大しており、これらの統合

的な運用と行政や地域団体、地域社会とのより緊密な連携構築が望まれるところである。 

大学側から音楽企画等の提供が円滑に効果的に行われるためには、行政や地域社会にも

理解や協力体制の構築が必要な場面もあり、大学や学園が持ついくつかの「協定」の運用

を活かして、システム整備に努めていきたい。 

併せて、本学の目標である「より良き音楽家の育成」の観点から、学生にもそれぞれが

持つ能力の社会還元について学習・体験する機会をさらに整えていく必要がある。そのた

めに、アウトリーチや社会貢献についての考え方などの修得のためのカリキュラムを整え

る。 

 

［基準 Aの自己評価］ 

本学では、実技レッスンに加えて、室内楽やアンサンブル、合唱、オーケストラなど多

様な授業を展開しており、これらの授業の成果は、学外のホールなどで「演奏会」として

発表している。それらは、単なる「発表の場」に留まらず、学生たちが「演奏家」として

活躍する場面に直結し、聴衆や社会に結び付いている。本学が主催する他、外部と連携す

ることによっても、学生たちに数多くの多様な演奏機会を提供し、これにより音楽の世界

はもとより、社会においても認められる音楽家育成を実現している。 

また、本学が展開している地域や社会連携は、本学の持つ物的・人的資源を社会に還元

し、地域社会の音楽文化、教育環境の向上に大いに貢献している。 

今後も、自治体や関係機関との提携や協力関係を密に展開し、教育機関としてより一層

の地域貢献を行い、社会と共にある音楽家の育成に努めていきたい。 
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営審議会日程 

 

【資料 F-11】 

決算等の計算書類（過去 5 年間）、監事監査報告書（過去 5 年間） 

平成 23 年度 計算書類（資金収支計算書、他） 

平成 24 年度 計算書類（資金収支計算書、他） 

平成 25 年度 計算書類（資金収支計算書、他） 

平成 26 年度 計算書類（資金収支計算書、他） 

平成 27 年度 計算書類（資金収支計算書、他） 

平成 23 年度 監事監査報告書 

平成 24 年度 監事監査報告書 

平成 25 年度 監事監査報告書 

平成 26 年度 監事監査報告書 

平成 27 年度 監事監査報告書 

 

【資料 F-12】 

履修要項、シラバス 

桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 

授業内容 桐朋学園大学 

履修要項 

【資料Ｆ-5】参照 
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基準 1．使命・目的等 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性 

【資料 1-1-1】 桐朋学園大学学則 【資料 F-3】 

【資料 1-1-2】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 1-1-3】 
TOHO GAKUEN COLLEGE MUSIC DEPARTMENT 

学校案内 2016 
【資料 F-2】 

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性 

【資料 1-2-1】 授業内容 桐朋学園大学 【資料 F-12】 

【資料 1-2-2】 学校法人桐朋学園寄附行為 【資料 F-1】 

【資料 1-2-3】 桐朋学園大学音楽学部研究生規程 【資料 F-9-②】 

【資料 1-2-4】 桐朋学園大学音楽学部ディプロマ・コース規程 【資料 F-9-②】 

【資料 1-2-5】 桐朋学園大学音楽学部ディプロマ・コース運営細則 【資料 F-9-②】 

【資料 1-2-6】 桐朋学園大学音楽学部科目等履修生（一般）規程 【資料 F-9-②】 

【資料 1-2-7】 桐朋学園音楽部門運営大綱 【資料 F-9-②】 

【資料 1-2-8】 桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室運営要綱 【資料 F-9-②】 

【資料 1-2-9】 
桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室運営会議規

程 
【資料 F-9-②】 

【資料 1-2-10】 桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室会議規程 【資料 F-9-②】 

【資料 1-2-11】 桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室教室長規程 【資料 F-9-②】 

【資料 1-2-12】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス制度審議会規程 【資料 F-9-②】 

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性 

【資料 1-3-1】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス運営協議会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 1-3-2】 桐朋学園音楽部門運営大綱 【資料 F-9-②】 

【資料 1-3-3】 音楽部門報  

【資料 1-3-4】 つのぶえ  

【資料 1-3-5】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 1-3-6】 授業内容 桐朋学園大学 【資料 F-12】 

【資料 1-3-7】 桐朋学園大学学則 【資料 F-3】 

【資料 1-3-8】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス部会・運営委員会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 1-3-9】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス制度審議会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 1-3-10】 桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価委員会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 1-3-11】 
桐朋学園大学音楽学部ファカルティ・ディベロップメント委員

会規程 
【資料 F-9-②】 

基準 2．学修と教授 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 
TOHO GAKUEN COLLEGE MUSIC DEPARTMENT 

学校案内 2016 
【資料 F-2】 

【資料 2-1-2】 2016 年度入試要項（一般入試、推薦入試） 【資料 F-4】 

【資料 2-1-3】 夏期講習案内書  

【資料 2-1-4】 冬期講習案内書  

2-2．教育課程及び教授方法  
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【資料 2-2-1】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 2-2-2】 エビデンス集（データ編）表 2-5  

【資料 2-2-3】 桐朋学園大学学則 第 5 条 【資料 F-3】 

【資料 2-2-4】 
TOHO GAKUEN COLLEGE MUSIC DEPARTMENT 

学校案内 2016 
【資料 F-2】 

【資料 2-2-5】 「授業内容」原稿取りまとめのお願い他（依頼書）  

【資料 2-2-6】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 2-2-7】 授業・レッスンご担当の先生方へ  

【資料 2-2-8】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 2-2-9】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 2-2-10】 「子供のための音楽教室」開設趣意書  

【資料 2-2-11】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 2-2-12】 桐朋学園芸術短期大学との単位互換協定書および覚書  

【資料 2-2-13】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 2-2-14】 『高校・大学受験のための視唱課題集』  

【資料 2-2-15】 
『基礎ソルフェージュ 初心者のための視唱課題集（リズム練

習・手拍子付き）』 
 

【資料 2-2-16】 
『応用ソルフェージュ 中級者のための視唱課題集（手拍子付

き）』 
 

【資料 2-2-17】 
『展開ソルフェージュ 初・中級者のための視唱課題集（手拍

子・伴奏付き）』 
 

【資料 2-2-18】 
『発展ソルフェージュ 中・上級者のための視唱課題集（手拍

子・重唱・伴奏付き）』 
 

2-3．学修及び授業の支援 

【資料 2-3-1】 学生相談室パンフレット  

【資料 2-3-2】 修得単位状況 【表 2-7】 

【資料 2-3-3】 授業内容 桐朋学園大学 【資料 F-12】 

【資料 2-3-4】 桐朋学園大学学則 第 8 条 【資料 F-3】 

【資料 2-3-5】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス教務委員会規程 【資料 F-9-②】 

2-4．単位認定、卒業・修了認定等 

【資料 2-4-1】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧  【資料 F-5】 

【資料 2-4-2】 授業内容 桐朋学園大学 【資料 F-12】 

【資料 2-4-3】 成績評価基準 【表 2-6】 

【資料 2-4-4】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧  【資料 F-5】 

【資料 2-4-5】 桐朋学園大学学則 第 16 条 【資料 F-3】 

【資料 2-4-6】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 2-4-7】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 2-4-8】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

【資料 2-4-9】 
TOHO GAKUEN COLLEGE MUSIC DEPARTMENT 

学校案内 2015 
【資料 F-2】 

【資料 2-4-10】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 

2-5．キャリアガイダンス 

【資料 2-5-1】 「キャリア支援センター」パンフレット  

【資料 2-5-2】 新年度進路希望調査票 2015  
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【資料 2-5-3】 卒業後の進路先の状況 【表 2-11】 

【資料 2-5-4】 2015 年度開催講座  

【資料 2-5-5】 2016 年度開催予定講座  

【資料 2-5-6】 2015 調布音楽祭ＭｕｓｉｃＣａｆｅ概要  

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

【資料 2-6-1】 「授業内容」原稿取りまとめのお願い他（依頼書）  

【資料 2-6-2】 授業評価アンケート回収用紙  

【資料 2-6-3】 授業アンケート質問項目検討 2014  

【資料 2-6-4】 授業アンケート因子分析 2014  

【資料 2-6-5】 在校生アンケート用紙  

【資料 2-6-6】 2015 年度 FD 報告書  

【資料 2-6-7】 2015 年度 FD 報告書  

【資料 2-6-8】 2014 学生アンケート結果報告  

【資料 2-6-9】 2015 学生アンケート結果報告  

【資料 2-6-10】 卒業後の進路先の状況 【表 2-11】 

2-7．学生サービス 

【資料 2-7-1】 学生相談室パンフレット  

【資料 2-7-2】 相談室だより  

2-8．教員の配置・職能開発等 

【資料 2-8-1】 全学の教員組織（学部等） 【表Ｆ-6】 

【資料 2-8-2】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス部会・運営委員会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 2-8-3】 専任教員の年齢別構成 【表Ｆ-15】 

【資料 2-8-4】 桐朋学園音楽部門教職員採用検討会議規程 【資料 F-9-②】 

【資料 2-8-5】 桐朋学園大学音楽学部教授会人事規程 第 6 条 【資料 F-9-②】 

【資料 2-8-6】 教育研究業績書  

【資料 2-8-7】 
桐朋学園大学音楽学部ファカルティ・ディベロップメント委員

会規程 
【資料 F-9-②】 

【資料 2-8-8】 2015 年度ＦＤ報告書  

【資料 2-8-9】 授業アンケート集計結果  

【資料 2-8-10】 2015 年度 FD 報告書  

【資料 2-8-11】 音楽学ゼミ内容 2015  

【資料 2-8-12】 2015 作曲ＦＤコンサート報告  

【資料 2-8-13】 作曲専攻教育支援プログラム報告  

【資料 2-8-14】 シューベルティアーデ TOHO2013  

【資料 2-8-15】 2015 年度ＦＤ報告書  

【資料 2-8-16】 桐朋学園大学音楽学部海外研修特別助成規程 【資料 F-9-②】 

【資料 2-8-17】 桐朋学園大学音楽学部研究紀要刊行規程 【資料 F-9-②】 

【資料 2-8-18】 桐朋学園大学研究紀要  

【資料 2-8-19】 授業科目の概要 【表 2-5】 

【資料 2-8-20】 桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 【資料 F-5】 
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2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 仙川キャンパス新校舎概要  

【資料 2-9-2】 
桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 

「教室・レッスン室の使用について」 

【資料 F-5】 

学生便覧 

【資料 2-9-3】 
桐朋学園大学音楽学部 履修案内 学生便覧 

「図書館の利用について」 

【資料 F-5】 

学生便覧 
   

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 法人組織機構図 【資料 F-7】 

【資料 3-1-2】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス会議規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-1-3】 桐朋学園音楽部門事務局運営要綱 【資料 F-9-②】 

【資料 3-1-4】 桐朋学園音楽部門事務局分掌規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-1-5】 
桐朋学園音楽部門仙川キャンパスハラスメント防止委員会規

程 
【資料 F-9-②】 

3-2．理事会の機能  

【資料 3-2-1】 学校法人桐朋学園運営審議会規程 【資料 F-9-②】 

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料 3-3-1】 桐朋学園大学音楽学部教授会規程 【資料 F-9-②】 

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 学校法人桐朋学園寄附行為施行細則 第 2 条 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-2】 学校法人桐朋学園寄附行為 【資料 F-1】 

【資料 3-4-3】 
学校法人桐朋学園 平成 28 年度定例理事会・評議員会・法人運

営審議会日程 
 

【資料 3-4-4】 学校法人桐朋学園運営審議会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-5】 桐朋学園大学学則 第 54 条 【資料 F-3】 

【資料 3-4-6】 桐朋学園大学音楽学部教授会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-7】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス運営協議会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-8】 桐朋学園音楽部門運営大綱 第 16 条第 1 項 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-9】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス運営要綱 第 2 条 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-10】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス会議規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-11】 桐朋学園音楽部門経営評議会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-12】 学校法人桐朋学園寄附行為 【資料 F-1】 

【資料 3-4-13】 学校法人桐朋学園寄附行為施行細則 第 3 条 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-14】 学校法人桐朋学園寄附行為施行細則 第 2 条 【資料 F-9-②】 

【資料 3-4-15】 
桐朋学園大学音楽学部教授会規程 

桐朋学園音楽部門仙川キャンパス会議規程 
【資料 F-9-②】 

 

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 桐朋学園音楽部門事務局運営要綱 【資料 F-9-②】 

【資料 3-5-2】 桐朋学園音楽部門事務局分掌規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-5-3】 桐朋学園音楽部門事務局長職位規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-5-4】 桐朋学園音楽部門事務局部長職位規程 【資料 F-9-②】 
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【資料 3-5-5】 桐朋学園音楽部門事務局課長職位規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-5-6】 桐朋学園音楽部門専任事務職員研修基準 【資料 F-9-②】 

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 桐朋学園音楽部門運営大綱 第 11 条 【資料 F-9-②】 

【資料 3-6-2】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス運営要綱 第 6 条第 2 項 【資料 F-9-②】 

【資料 3-6-3】 桐朋学園音楽部門経営評議会規程 【資料 F-9-②】 

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 

学校法人桐朋学園経理規定 

学校法人桐朋学園資産取得規程 

学校法人桐朋学園資産除却規程 

学校法人桐朋学園固定資産及び物品管理規程 

学校法人桐朋学園預り金取扱規程 

学校法人桐朋学園徴収不能引当金及び徴収不能額の計上に関

する規程 

【資料 F-9-②】 

【資料 3-7-2】 桐朋学園音楽部門経営評議会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 3-7-3】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス会議規程 【資料 F-9-②】 

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 桐朋学園大学学則 【資料 F-3】 

【資料 4-1-2】 桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価委員会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 4-1-3】 桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価実施規則 【資料 F-9-②】 

【資料 4-1-4】 自己点検・評価報告書 2003  

【資料 4-1-5】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス教育計画検討委員会規程 【資料 F-9-②】 

【資料 4-1-6】 桐朋学園大学自己評価報告書 2008  

【資料 4-1-7】 財団法人 日本高等教育評価機構「認定証」  

【資料 4-1-8】 「自己点検・評価委員会」で検討された具体的な点検項目  

【資料 4-1-9】 平成 21（2009）年度第 8 回、第 11 回教授会、職員会議資料  

【資料 4-1-10】 平成 23（2011）年度第 6 回教授会、職員会議資料  

【資料 4-1-11】 
桐朋学園大学音楽学部「教育研究活動」に関する自己点検・評

価実施細則 
【資料 F-9-②】 

【資料 4-1-12】 2014 年度 教育研究業績書  

【資料 4-1-13】 2014 年度 自己点検報告  

【資料 4-1-14】 2014 学生アンケート結果報告  

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 桐朋学園音楽部門事務局分掌規程 【資料 F-9-②】 

【資料 4-2-2】 授業アンケート質問項目検討 2014  

【資料 4-2-3】 授業アンケート因子分析 2014  

【資料 4-2-4】 事業報告書 【資料 F-7】 

【資料 4-2-5】 桐朋学園音楽部門報  

【資料 4-2-6】 桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価実施規則 【資料 F-9-②】 
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4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 2015 年度 FD 報告書  

【資料 4-3-2】 桐朋学園大学音楽学部科目等履修生（高大連携）規程 【資料 F-9-②】 

基準 A．演奏活動と地域・社会連携 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-2．地域社会における演奏会 

【資料 A-2-1】 調布市「相互友好協力協定書」  

【資料 A-2-2】 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団と桐朋学園大

学音楽学部との相互協力提携に関する協定書 
 

 

 


