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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. 桐朋学園大学の建学の精神 

 

桐朋学園大学（以下「本学」という。）は、学則第 1 条「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、有為な音楽家

を育成することを目的とする。」に則り、下記の 3 点を建学の精神とする。 

(1) 自由で豊かな感性を持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 

 

本学は、この 3 点を建学の精神として掲げ、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す。さらに、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目的とする。 

 

(1) 自由で豊かな感性を持つ個性ある音楽家の育成 

本学は、自由で豊かな感性溢れる音楽家を育成することを第 1 の目的とする。 

音楽家の育成においては、幼児期からの教育が極めて重要である。本学は附属教育研究機

関として「子供のための音楽教室」を開設し、桐朋女子高等学校音楽科を併設している。ま

た、大学教育を一層充実させることを目的として研究生制度、桐朋学園大学院大学音楽研究

科、及び桐朋オーケストラ・アカデミーを設置して順調な発展を遂げてきた。 

音楽家、音楽教育者には研ぎ澄まされた感性と卓越した創造力が常に要求される。また、

芸術教育においては教員、学生相互の信頼と尊敬に基づいた教育活動を行うことが肝要で

ある。本学は音楽家であり指導者でもある教員が、プロフェッショナルを目指す学生達と

真摯に向き合うことにより、自由で豊かな感性を持つ個性ある音楽家の育成を目指してい

る。 

 

(2) 音楽教育による社会貢献 

 本学は、音楽教育による社会貢献を建学の精神の第 2 の柱とし、高水準の音楽文化の醸

成に資することによって社会に貢献することを目指している。 

本学の学生は、何よりもまず、演奏等の音楽活動の現場で活躍することを目標としてい

るため、本学も社会における音楽の様々な場面で活躍する人材の育成を目指している。本

学の実技教員は第一線の音楽家として活躍しており、また学生も在学中に様々な形で演奏

会等に出演する者が少なくない。これは音楽大学の特殊性のみならず、本学での教育と社

会活動が緊密に関連していることの証左である。 

そこで、演奏会等の音楽の現場に即応できる音楽教育を目指し、開学以来、音楽の実践

に密着した独特のカリキュラムを構築し、幅広く総合的な音楽教養を学生に提供している。

各種アンサンブル教育や特定の専攻枠を超えた総合的な教育の成果は、国内のみならず海

外でも活躍する多くの本学出身者の音楽活動に顕著に見られる。 

音楽教育による社会貢献を推進するため、平成 18(2006)年度よりカリキュラムを抜本的
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に改定し、社会での音楽活動と大学での教育を関連させている。さらに、学外の各種音楽

活動も積極的に支援し、社会的要請に呼応した音楽教育を目指している。 

 

(3) 世界における音楽文化の創造 

本学は、世界における音楽文化の創造を建学の精神の第 3 に掲げて、国際的視野に立脚

した音楽教育を目指し、国際的に活躍できる優秀な音楽家の育成に向かって不断の歩みを

進めている。 

 本学の音楽教育は世界を志向し、人類全体の音楽文化の創造に寄与することを目指して

いる。西洋音楽が洋の東西を問わず普及している現在、我が国の音楽教育力が音楽の担い

手を育てる力として改めて期待を集めている。戦後の我が国の音楽教育をリードしてきた

本学から、多数の出身者が世界中で活躍し、世界の音楽文化の発展に貢献していることは、

本学の教育目的と教育実践の成果である。 

 

２. 桐朋学園大学のビジョン 

 

 本学は開学以来、学生が内包する多様で無限の音楽性を涵養し、開花させ、音楽家とし

て社会に寄与する人材を輩出することを教育の目的としてきた。「本学の沿革と現況」にお

いて後述する通り、本学は昭和 23(1948)年開設の「子供のための音楽教室」を母体として

おり、音楽の早期教育を基盤に、桐朋女子高等学校音楽科での高等学校教育、そして本学

での大学教育に連なる一貫した教育方針を有する。 

現在、本学は大学の附属教育研究機関として「子供のための音楽教室」と卒後教育を主

眼とした「桐朋オーケストラ・アカデミー」、及び「桐朋学園大学院大学」を併設している。 

 音楽の早期教育と大学での専門教育をつなげる本学の教育ビジョンは、本学の教育運営

の大きな特色の一つである。 

 

３. 桐朋学園大学の特色 

 
(1) 総合力のある音楽家の育成 

一人ひとりの子供たちの才能を早期に開花させ、それを大学教育につなげるという本学

の教育方針は、これまで多くの音楽家を輩出すると同時に、我が国の戦後の音楽教育にも

多大なる影響を及ぼしてきた。専門実技教育とソルフェージュ教育を車の両輪とした総合

的な音楽教育は、本学の教育の大きな特色である。 

音楽性の土台を形成するためのソルフェージュ教育に力を注ぎ、専門領域の拡充のため

に室内楽やオーケストラ、各種合奏や合唱等の教育の充実を図っている。加えて、音楽に

対する深い教養を醸成すべく、高度で専門的な音楽理論や音楽史の授業を開講して、社会

の要請に応えられる総合的な音楽性を備えた人材の育成に努めている。 

 

（2）総合的な教育実践 

 建学の精神の(1)「自由で豊かな感性を持つ個性ある音楽家の育成」を踏まえ、本学では

マンツーマンの実技教育を重視し、徹底した個人指導を行っている。また、各専攻を有機



桐朋学園大学 

 - 3 -

的に関連させる室内楽やオーケストラ等の合奏カリキュラムを充実させ、さらに演奏と創

作を結び付ける授業を開講し、演奏会等を積極的に開催している。 

これらの教育をより効率的・集中的に実践するため、本学では平成 18(2006)年度に演奏

と理論を区分した従来の「演奏学科」と「作曲理論学科」の 2 学科を「音楽学科」の 1 学

科に統合・改組し、教育体制を改編した。 

同時に、カリキュラムの編成方針も刷新し、学生の多様な適性・能力に対応すべく、異

種の専攻を「専攻」と同じ水準で履修できる「副専攻」制度を導入した。 

副専攻制度とは、例えば弦楽器の専攻生が指揮を専門的に学ぶ志向を持つ場合、所定の

学内試験を経た後に指揮を履修できる制度である。これにより、専門的な異種の専攻の研

究が可能となった。 

これは、「音楽基礎科目」、「音楽応用科目」と共に、新カリキュラムの「専攻科目」を

支える科目群として専攻教育を追究し、広範な音楽的視野を獲得することを目指している。 

 またこの新カリキュラムでは、一定の基準を満たした学生の学外での音楽活動に単位を

付与し、学内の教育と社会的音楽活動との連動を図った。社会的音楽活動を評価するこの

システムは、卒業生の大半が演奏家や作曲家として音楽に従事する本学において、学生の

社会参加を早期から促進し支援する役割をも担っている。 
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Ⅱ. 本学の沿革と現況 

 

１. 本学の沿革 

 
 学校法人桐朋学園は男子部門・女子部門・音楽部門の 3 つの部門（学校群）で構成され

ており、主に軍人・軍属の子女の教育を目的として昭和 16(1941)年に山下汽船株式会社社

長・山下亀三郎が資金を投じて設立した山水中学校と山水高等女学校をその母体とする。 

戦後、山水中学校は桐朋学園男子部門として、山水高等女学校は桐朋学園女子部門とし

てそれぞれ新たな出発をした。昭和 27(1952)年、桐朋女子高等学校に新たな音楽教育を理

念とした音楽科（男女共学）が併設され、ここに桐朋学園音楽部門が誕生したのである。 

戦後の日本は、荒廃した焦土の中から人間の高邁な理想・希望の実現、そして健全な社

会を目指して新たなスタートを切った。桐朋学園音楽部門の音楽教育はこのような戦後の

息吹を受け、昭和 23(1948)年に市ヶ谷（東京都）に開設された「子供のための音楽教室」

を礎として始まった。音楽教室の創設者たちは、子供の限りない才能を大切に育み、未来

を創り出すことを目指した。これが本学の原点である。 

音楽教室を土台として、昭和 27(1952)年に学校法人桐朋学園に前述した桐朋女子高等学

校音楽科（男女共学）、昭和 30(1955)年に桐朋学園短期大学が開設された。その後、短期

大学２年間の教育では不十分であるとの認識が深まり、4 年制大学への転換が構想された。

こうして昭和 36(1961)年に 4 年制の桐朋学園大学が開設された。さらに平成７(1995)年に

富山市の誘致を受けて桐朋オーケストラ・アカデミー、平成 11(1999)年に同じく富山市に

桐朋学園大学院大学が開設された。 

桐朋学園大学は、子供のための音楽教室と桐朋オーケストラ・アカデミーを附属教育研

究機関として位置付け、幼児教育から卒後教育まで一貫した教育体制を整えている。さら

に、卒後教育としての研究生、教育目的に応じた 2 つのディプロマ・コース（ソリスト・

ディプロマとカレッジ・ディプロマ）を科目等履修生制度として持っている。また、外国

人のための科目等特別履修生というコースもある。 

 

２. 本学の現況 

 

・大学名：桐朋学園大学 

 

・所在地：東京都調布市若葉町 1 丁目 41 番地 1 

 

・学部の構成：音楽学部 音楽学科 

 

・学部学生数（2009 年 5 月 1 日現在）                           （人） 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次以上 計  

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

30 164 194 1

8 

163 181 25 155 180 2

4 

174 198 97 656 753
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・教員数（2009 年 5 月 1 日現在）      （人） 

職位 男性 女性 計  

教授 31 13 44 

准教授 11 5 16 

講師 1 1 2 

計 43 19 62 

 

・非常勤教員  280 人 

  

・職員数（2009 年 5 月 1 日現在）（人） 

専任職員 22 

その他 16 
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Ⅲ. 「基準」ごとの自己評価 

 

基準１. 建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的 

 

１－１. 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

１－１－① 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。 

建学の精神は、以下の学則第 1 条に要約され、学内においては学生便覧等に、また学外

に向けては学校案内や本学の公式ホームページ上に示されている。 

学則第 1 条「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、有為な音楽家を育成することを目的と

する。」 

 

(2) １－１の自己評価 

本学が学則第 1 条に則り建学の精神に掲げる 

(1) 自由で豊かな感性を持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 

の 3 項目は、学校案内書に明記されている。 

現在、学内向けには、年度当初に配布する「学生便覧」に学則が記載され、教職員に対

しては「桐朋学園音楽部門規程集」に学則が掲げられている。 

一方、学外向けには学校案内書における学長の巻頭の言葉、受験生を対象とした「夏期

講習会」及び「冬期講習会」等での説明においても述べられている。現在、学校案内を PDF

ファイル化してホームページに掲載することで、建学の精神が学内外に周知されている。 

 

(3) １－１の改善・向上方策（将来計画） 

上述の 3 項目の建学の精神を今後さらに周知徹底するため、印刷媒体の記載方法、ホー

ムページの掲載方法を改善する。 

 
１－２. 大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

１－２－① 建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定められ

ているか。 

大学の目的について示された学則第 1 条を踏まえ、「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

学の精神としている。 

また、音楽の早期教育と大学での専門教育の一貫化は前述の本学の教育ビジョンの根幹

でもあり、本学の教育運営の特長の一つである。歴代の学長、現学長も学校案内書の巻頭
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に「本学の教育方針」としてこの点を力説し、入学式等、機会ある毎に触れている。 

 

１－２－② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。 

学則第 1 条を「音楽部門規程集」、「学生便覧」等に掲載して周知を図る他、「音楽部門

報」でも大学の目的が教職員によって多角的に言及されている。学生に対しては、入学時

のオリエンテーションにおいて様々な角度から本学の教育の目的を解説している。 

 

１－２－③ 大学の使命・目的が学外に公表されているか。 

本学の目的については、平成 21(2009)年度学校案内に「芸術文化とは何か、創造性とは

何か。人間の豊かな生活に貢献できる音楽家として」と題する学長の文章が掲載され、そ

れに言及している。また、本学ホームページに掲載されている学長の「本学の教育方針」

でも表明されている他、夏期講習会、冬期講習会等において様々な観点から言及されてい

る。 

 

(2) １－２の自己評価 

以上の通り、本学の目的は建学の精神を踏まえたものであり、印刷媒体や学校案内を

PDF ファイル化してホームページに掲載することで、本学の目的を学内外に周知している。 

 

(3) １－２の改善・向上方策（将来計画） 

 現在のように印刷媒体に掲載していくことはもとより、本学の目的をホームページ上で

も表していくことでさらに周知徹底する。また、印刷媒体の記載方法、ホームページの掲

載方法を改善する。 

数多く開催される本学主催の演奏会、公開実技試験において配布されるパンフレットや

プログラムは本学が来場者に向けて発信するメディアであり、そこに本学の建学の精神を

簡潔に記載する等、有効に活用する。 

 

【基準１の自己評価】 

 本学の建学の精神や目的は明確に定められており、学内外に周知されている。 

 

【基準１の改善・向上方策（将来計画）】 

本学の建学の精神や目的は学内外に向けて発信されてはいるが、必ずしも十全とは言え

ない。今まで以上に印刷媒体やホームページを活用し、本学の建学の精神を積極的に発信

していく。 
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基準２. 教育研究組織 

 

２－１. 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の使命・

目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の適切な関

連性が保たれていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

２－１－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関等の

教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。 

本学の教育研究機構の概要は下記の組織図の通りである。 

【表 2-1 本学の教育研究機構】 

桐朋学園大学院大学音楽研究科 

演奏研究専攻(修士課程) 

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 

 

桐朋学園大学音楽学部 

音楽学科 

○ ピアノ専攻 

○ 弦楽器専攻 

○ 管楽器専攻 

○ 打楽器専攻 

○ ハープ専攻 

○ 古楽器専攻 

○ 声楽専攻 

○ 作曲専攻 

○ 指揮専攻 

○ 音楽学専攻 

 桐朋学園大学音楽学部附属 

子供のための音楽教室 

○ 札幌教室    ○ 富山教室 

○ 仙台教室       ○ 茨木教室 

○ 新潟教室       ○ 京都教室 

○ 太田教室       ○ 大阪教室 

○ 宇都宮教室     ○ 大分教室  

○ 水戸教室 

○ 市川教室 

○ 仙川教室 

○ 仙川別科教室 

 

 

 

桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）

○ ピアノ 

○ 弦楽器 

○ 管楽器 

○ 打楽器 

○ ハープ 

○ 声楽 

○ 作曲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ お茶の水教室 

○ 目黒教室 

○ 小金井教室 

○ 相模原教室    

○ 鎌倉教室     

○ 長野教室     

○ 諏訪教室     

○ 東海教室       
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1. 学部及び学科 

本学は次の学部及び学科を置く。 

音楽学部 音楽学科 

 

2. 専攻 

音楽学科に次の 10 専攻を置く。 

ピアノ専攻 

弦楽器専攻 

管楽器専攻 

打楽器専攻 

ハープ専攻 

古楽器専攻 

声楽専攻 

作曲専攻 

指揮専攻 

音楽学専攻 

 

3. 研究科及び附属教育研究機関 

桐朋学園音楽部門（以下「部門」という。）は、次の各号によって構成される。 

(1) 桐朋学園大学院大学音楽研究科 

(2) 桐朋学園大学音楽学部 

(3) 桐朋女子高等学校音楽科 

(4) 桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室 

(5) 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 

このうち、(4)と(5) を本学附属教育研究機関として位置付けている。 

さらに、卒後教育としての研究生、教育目的に応じた 2 つのディプロマ・コース（ソリ

スト・ディプロマとカレッジ・ディプロマ）を科目等履修生制度として有し、外国人のた

めの科目等特別履修生制度もある。 

 

平成 21(2009)年 5 月 1 日現在の在籍者数は以下の通りである。 

○ 音楽学科：ピアノ専攻（360）、弦楽器専攻（185）、管楽器専攻（84）、打楽器専攻

（18）、ハープ専攻（8）、古楽器専攻（8）、声楽専攻（54）、作曲専攻（22）、

指揮専攻（1）、音楽学専攻（13） 合計 753 人 
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【図 2-1 学部生専攻別在籍者割合】 

  

ピアノ専攻
48%

弦楽器専攻
25%

声楽専攻
7%

作曲専攻
3%

指揮専攻
0% 音楽学専攻

2%古楽器専攻
1%

ハープ専攻
1%

打楽器専攻
2%

管楽器専攻
11%

 

上記グラフの通りピアノ専攻生が全体の約半数を占め、オーケストラを構成する

弦・管・打・ハープ専攻生が約 40％、声楽専攻生が７％、理論系（作曲・音楽学専攻

生）が 5％を占めている。 

 

 ○ 研究生：ピアノ専攻(38)、弦楽器専攻(47)、管楽器専攻(19)、打楽器専攻(6)、ハープ

専攻(4)、古楽器専攻(4)、声楽専攻(26)、作曲専攻(10)、指揮専攻(1)、音楽

学専攻(3) 合計 158 人 

【図 2-2 研究生専攻別在籍者割合】 

  

ピアノ専攻
24%

弦楽器専攻
29%

管楽器専攻
12%

音楽学専攻
2%

指揮専攻
1%

声楽専攻
16%

打楽器専攻
4%

古楽器専攻
3%

作曲専攻
6%

ハープ専攻
3%
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 ○ ディプロマ・コース：ピアノ専攻(27)、弦楽器専攻(26)、管楽器専攻(7)、打楽器専攻

(2)、ハープ専攻(0)、古楽器専攻(0)、声楽専攻(7)、作曲専攻(1)、

指揮専攻(0)、音楽学専攻(0) 合計 70 人 

【図 2-3 ディプロマ・コース専攻別在籍者割合】 

  

作曲専攻
1%

ピアノ専攻
39%

弦楽器専攻
37%

声楽専攻
10%

打楽器専攻
3%

管楽器専攻
10%

 

 ○ 科目等履修生（一般）：26 人 

○ 科目等履修生・指揮：20 人 

○ 科目等特別履修生：打楽器専攻(1)、作曲専攻(1) 合計 2 人 

 

２－１－② 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育研究上の

目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。 

 9 ページで示したように、本学では子供のための音楽教室を附属教育研究機関と位置付

けている。桐朋女子高等学校音楽科入学生の 60％以上が全国の音楽教室からの生徒で占め

られており、そして桐朋女子高等学校音楽科からは在籍者の 90％以上が本学へ進学してい

る。本学卒業後には、桐朋学園大学院大学や附属教育研究機関桐朋オーケストラ・アカデ

ミーに進む者、研究生としてさらに研鑚を積む者等様々である。以上のように、本学を中

心とした各組織間の連携は適切に保たれている。 

 本学では 10 専攻を置いているが、教育研究組織としては以下のように 8 つの部会と 5

つの運営委員会を持ち、相互に関連している。 

【表 2-2 8 部会・5 運営委員会】 

部会 ピアノ部会 

弦楽器部会 

管楽器・打楽器・ハープ部会 

声楽部会 

作曲理論部会 

音楽学・古楽器部会 
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ソルフェージュ部会 

一般教育部会 

運営委員会 指揮運営委員会 

オーケストラ運営委員会 

室内楽運営委員会 

教育科目運営委員会 

ディプロマ・コース運営委員会 

 

(2) ２－１の自己評価 

 本学は多様な専門教育の実践をカリキュラムの基本としており、それを実現するために

設置された学部、学科はそれぞれ専攻に対応した部会・運営委員会を構成し、相互に適切

な関連を有している。また、附属機関等の教育研究組織も、適切な規模、構成を有してお

り、学部との連携も十分なされている。 

 

(3) ２－１の改善・向上方策（将来計画） 

大学を中心とする諸教育組織が充実した教育・研究活動を実践できるよう進めていくた

め、附属教育研究機関としての桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学院大学とも

連携を密に図る。 

     

２－２. 人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているこ

と。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

２－２－① 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。 

本学の教養教育は、「一般教養科目」「音楽教養科目」「語学」の 3 分野に大別され、「一

般教養科目」と「語学」は一般教育部会が、「音楽教養科目」は作曲理論部会が運営してい

る。2－3 において後述するが、教授会及び主任会議、教務委員会で教育についての検討が

なされている。 

 

１. 一般教養科目 

「広く知識を授けると共に人格の完成を図る」という本学の教育目的を達成するため、

下記【表 2-3 科目一覧 1】の授業を開講・運営している。 

 【表 2-3 科目一覧 1】 

運営部会 科目名 単位数

 

一般教育部会 

 

 

 

 

日本の言語と文学Ⅰ～Ⅲ 4 

英米の言語と文学 4 

ドイツの言語と文学 4 

フランスの言語と文学 4 

日本文化史 4 

日本史 4 
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一般教育部会 

西洋史 4 

ヨーロッパ文化史 4 

比較文化論 4 

国際政治学 4 

社会学 4 

哲学 4 

アートマネージメント 4 

美術史 4 

宗教学 4 

日本国憲法（半期） 2 

心理学 4 

数理の科学 4 

生命の科学 4 

物質の世界 4 

宇宙の科学 4 

マルチメディアⅠ・Ⅱ 4 

情報処理（半期） 2 

美術演習 4 

演劇 4 

体育講義（半期） 2 

体育実技 1 

 

２. 音楽教養科目 

 従来のカリキュラムで一般教育科目の、特に音楽に関わりの深い科目の一部と、音楽理

論の授業の中で音楽教養的要素のある授業を「音楽教養科目」として編成し、下記【表 2-4 

科目一覧 2】の授業を開講・運営している。 

 【表 2-4 科目一覧 2】 

運営部会 科目名 単位数

一般教育部会 音の物理学 4 

音の生理学 4 

音楽療法 4 

作曲理論部会 音楽理論 E1～E5 4 

 

３. 語学 

 語学は次ページ【表 2-5 科目一覧 3】の通り「日本語表現」「英語」「ドイツ語」「フラ

ンス語」「イタリア語」の 5 科目から成り、一般教育部会により開講・運営されている。 
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 【表 2-5 科目一覧 3】 

運営部会 科目名（授業数） 単位数

一般教育部会 日本語表現(6) 2 

英語(29) 2 

ドイツ語(17) 2 

フランス語(13) 2 

イタリア語(5) 2 

 

「日本語表現」2 単位を 1 年次必修、「外国語」はいずれか 1 カ国語 8 単位を卒業までに

修得すべき単位数と定めている。 

 

(1) 日本語表現 

1 年次必修の「日本語表現」は「外国語能力は母国語の習熟度に大きく左右される」

という考えに基づき、外国語科目と同列に位置付けられている。母国語である日本語

を体系的・理論的に整理して教育することは不可欠な教養教育である。 

 

(2) 外国語 

 本学の外国語教育が欧米の言語に限定されていることは、西洋音楽の研究という本

学の教育目的に合致している。 

   外国語教育の理想は少人数クラスであるため、クラス人数は厳正に調整される。開

講前のオリエンテーション時に語学授業の人数を調整し、定員内に収めるよう管理さ

れる。「語学」の 1 クラス平均学生数は 26 人となっている。 

   英語は も身近な外国語であり、他の外国語より履修者数も多い。入学時の能力差

が大きいため能力別にクラスを編成しており、初級（クラス数 2）、中級（クラス数 8）、

上級（クラス数 19）を開講している。1 クラスあたりの受講生数は、初級・約 15 人、

中級・約 25 人、上級の読解・文法は 大 40 人、作文・会話は 大 35 人としている。 

   ドイツ語・フランス語も、入学前に既習している学生と初めて学ぶ学生との能力差

に配慮したクラス編成を行っている。ドイツ語は初級（クラス数 8）、中級（クラス数

8）、上級（クラス数 1）を開講し、フランス語は初級（クラス数 6）、中級（クラス数

5）、上級（クラス数 2）を開講している。 

   イタリア語は初級（クラス数 2）、中級（クラス数 2）、上級（クラス数 1）を開講し

ている。 

 

２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。 

既述の通り、一般教育部会が一般教養科目、語学科目を、作曲理論部会が音楽教養科目

を運営しており、それぞれの運営形態は以下の通りである。 

 

１. 一般教育部会 

「一般教育部会」は多種教科の専任教員と非常勤教員から構成され、専任教員は定期的

に会議を開催している。異種教科の担当者が連絡を取り合い、有機的に結び付いている。 
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専任教員から選出される部会主任は部会の統括者である。また、同様に選出された教務

委員が教務関連業務を担当している。 

多数の非常勤教員を擁するが、教科毎に統制が取られている。専任教員が中心となって

クラス編成や問題の把握をし、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持って対処している。 

専任教員は月に 1 度（その他必要に応じて）会議を開催し、部会に関わる事項を審議・

検討する。 

後述のように、部会主任と教務委員はそれぞれ「主任会議」「教務委員会」の構成員で

あり、審議・検討・報告事項をそれぞれの会議体に上程する。主任会議、教務委員会の審

議・検討事項は２－３―①に記す通りである。 

   

２. 作曲理論部会 

作曲理論部会は作曲専攻実技・音楽理論の担当教員により構成されている。会議体のあ

り様については一般教育部会とほぼ同様である。 

また、教養教育科目（音楽理論 E）の運営に関しては、一般教育部会が志向する教養教

育の形成を音楽的見地から補完するため、授業内容と担当教員は作曲理論部会において厳

密に審議・検討して決定される。 

 

(2) ２－２の自己評価 

教養教育が十分にできるよう、科目内容によって一般教育部会と作曲理論部会という 2

つの会議体が授業を開講・運営しており、また、それぞれの会議体は適切に組織され、そ

の責任体制も確立している。 

 

(3) ２－２の改善・向上方策（将来計画） 

一般教育部会、作曲理論部会それぞれの会議体が適切に組織化され授業運営を行ってい

るが、それぞれの担当科目が大学全体のカリキュラムに一層有効に機能するよう、運営部

会の枠を超えた授業設定、運営のあり方を検討する。 

 

２－３. 教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者の要

求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

２－３－① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。 

(1) 教授会 

学則第 52 条に基づき、本学の意思決定機関として教授会を置いている。教授会は、学

長・教授・准教授・専任講師で構成され、8 月を除き毎月開催される。審議決定事項も定

められており、教育研究に関わる事項としては次の通りである。 

・音楽学部の教育並びに学生指導に関する重要な方針 

・学科目、カリキュラム、科目等履修生制度に関する事項 

・入学合否判定、単位認定、卒業認定に関する事項 
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・学生の入学、退学、休学、復学、除籍、懲戒に関する事項 

・音楽学部の行事に関する事項 

・その他音楽学部の教学に関する重要な事項 

 

また、教授会はその下に次の 8 つの部会及び 5 つの運営委員会を置き、教育方針の形成、

大学の目的及び学生の要求に対応している。 

 【表 2-6 8 つの部会と 5 つの運営委員会】 

部会 ピアノ部会 

弦楽器部会 

管楽器・打楽器・ハープ部会 

声楽部会 

作曲理論部会 

音楽学・古楽器部会 

ソルフェージュ部会 

一般教育部会 

運営委員会 指揮運営委員会 

オーケストラ運営委員会 

室内楽運営委員会 

教育科目運営委員会 

ディプロマ・コース運営委員会 

 

部会はその専門教科の教員のみ、また、運営委員会は異なる専門教科から派遣される専

任教員を加え組織され、当該部会の予算や人事を審議し、その他本学の教育研究と運営に

関する次の各事項を審議し、実施する。 

① 学事歴 

② カリキュラム 

  ③ 授業時間割 

 ④ 履修案内 

 ⑤ 科目等履修生 

 ⑥ 入学試験 

 ⑦ 夏期講習及び冬期講習 

 ⑧ その他教務的な事項 

 

また、部会・運営委員会の円滑な運営、緻密な審議・検討を集中的かつ効率的に行うた

め、目的毎に細分化された以下の審議・検討機関を設置している。 

 

(2) 主任会議 

学長の諮問機関として主に教学上の諸問題について専門的な見地から意見を集約し、学

長に答申することを目的とする。主な諮問事項は、入学試験制度、カリキュラムの大綱、

学生の演奏会等への出演、学生の成績に関わる賞罰、組織運営の大綱等である。 
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(3) 教務委員会 

部会・運営委員会間の調整機関として、日常的な教務の運営について審議・協議・実施

または検討する。 

 

(4) 学生委員会 

学生の厚生補導に関わる事項の審議・調整及び立案、その他学生寮、奨学金、学生会、

保健室、学生相談及びカウンセリング等について審議・協議・実施または検討する。 

 

(5) 図書館運営会議 

附属図書館に関する運営大綱、予算・決算、諸規程等に関する事項を審議・決定または

教授会に提議する。 

 

(6) 教育計画検討委員会 

大学全体の中長期的な教育目標・教育計画及び方針の策定、専攻間の相互関連の検証及

び改善、授業間の相互関連の検証及び改善等について審議・検討する。 

 

(7) 自己点検・評価委員会 

教育研究の目的及び教育研究活動、教員組織及び施設整備、学生サービス、図書館を含

む大学附属機関の活動、管理運営、国際交流・社会との連携、学内外の評価の聴取等に関

する自己点検・評価を実施する。 

 

(8) コンサート委員会 

本学が主催・共催するコンサートの企画、構成、制作、広報及び運営を行う。 

 

(9) 紀要委員会 

本学教職員の研究成果を発表する「桐朋学園大学研究紀要」を刊行する。 

 

(10) 公開講座委員会 

大学の公開講座に関する事項の審議・検討を行う。 

 

(11) 入試準備委員会 

学部長の諮問機関として、学生募集・広報、入学案内・入試要項の作成、入試相談、学

校説明会等の事項について審議する。 

 

(12) ハラスメント防止委員会 

ハラスメントの防止に関する立案及びその実施を行う。 

 

(13) ファカルティ・ディベロップメント委員会 

教員の教育研究活動の向上及び能力開発に関して恒常的に検討を行い、その質的充実を
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図る。 

 

２－３－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的及び学習者の要

求に対応できるよう十分に機能しているか。 

本学では教授会の下に「本学の意思決定機関」で既述した諸機関を持つが、教育研究に

関わる諸問題は適切な意思決定機関において審議・検討及び決定をしている。 

 

(2) ２－３の自己評価 

本学の教育研究に関わる意思決定機関としての教授会は、規程により定期開催、定足数

による成立や議決の要件等が十分に整備され、機能している。 

 

(3) ２－３の改善・向上方策（将来計画） 

本学の教育研究に関わる意思決定の規程を遵守し、教授会を円滑・公正に運営する。ま

た、学生の意見にさらに耳を傾け、それを反映できるシステムを再構築し、教員・学生相

互の信頼と尊敬に基づいた教育研究活動を実践していく。 

 

[基準２の自己評価] 

音楽にとって重要な早期教育を実践し、そしてそれを大学への教育につなげ、さらに大

学卒業後の教育にいたるまでの組織が構成され、各組織間に適切な関連性が保たれている。

また、本学の教育研究組織は、音楽の専門的知識や技術に偏らず、幅広い知識を持った人

間性豊かな音楽家を育成するため、人間形成のための教養教育が行えるよう整えられてい

る。また、教育方針を形成する組織と意思決定過程が適切に整備され、機能している。 

 

[基準２の改善・向上方策（将来計画）] 

教育に直接関わる組織である 8 部会 5 運営委員会と、それらの中から選ばれた者で組織

される目的毎に細分化された各種委員会があるが、それぞれが効率的に機能するよう、会

議体の構成や委員会編成の改変をも視野に入れた改善・向上方策を検討する。 
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基準３. 教育課程 

 

３－１. 教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、

学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定めら

れ、かつ公表されているか。 

学則第 1 条に掲げた「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、有為な音楽家を育成することを目的とする。」に基づき、

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 点を建学の精神としている。この精神に基づき、音楽の

専門知識や技術に偏らず、幅広い知識を持った人間性豊かな音楽家を育成することが教育

の目的である。このことは学校案内に公表している。 

 

３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されてい

るか。 

学生が深く専攻を探究し、多面的な音楽教養を育むことができるよう、平成 18(2006)

年度に学科や授業の構成、カリキュラム等を改定した。基本的な考え方は以下の通りであ

る。 

(1) 専攻科目とその他の授業科目との関連を重視し、授業科目が専攻科目を中心に同心円

に取り囲む授業を実現する。 

(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４群に大

別される。 

(3) 専攻教育拡充のため、所定の試験に合格した後、「副専攻」を履修できる。 

(4) 学生が授業内容を十分理解できるように、より詳細なシラバス（講義概要）を作成す

る。 

   

以上は次の概念図に表されている。 

【図 3-1 カリキュラム概念図】 

 

 

                         語学・教養科目 

         音楽応用科目               26 単位以上 

 

       音楽基礎科目        46 単位以上 

        専攻科目 30 単位 
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本学の主要な教育目的である「音楽の専門知識やテクニックに偏らず、幅広い知識を持

った人間性豊かな音楽家の育成」を図るため、専門教育と教養教育が有機的に結びつくカ

リキュラムを構築している。 

 

３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。 

本学では、上述の教育目的に沿って、次の科目群を設定している。 

【表 3-1 科目群】 

専攻科目 専攻実技、卒業演奏・卒業作品・卒業論文 

音楽基礎科目 ソルフェージュ・音楽史・和声学 

音楽応用科目 

 

 

 

A 群 （音楽理論・音楽史系） 

B 群 （実技・副専攻・ソルフェージュ系） 

C 群 （音楽教養科目系） 

D 群 （音楽特別活動系） 

語学・教養科目 語学（日本語表現・英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語） 

一般教養科目 

 

このうち、教育の核である「専攻科目」では、実技レッスンを中心に基本的にマンツー

マン指導を行うことで、高度なテクニックと豊かな表現能力を学生に教授している。 

専攻科目を支える「音楽基礎科目」では音楽の基礎となるソルフェージュを中心に、和

声学・音楽史等西洋音楽の基礎を修得する科目を設置している。また、ソルフェージュ及

び和声学では学生一人ひとりの能力に応じた少人数クラス編成を行い、きめ細かく徹底し

た指導を実践している。 

「音楽基礎科目」と同時あるいは継続的に履修させる科目として、上記 A～D の 4 群か

ら構成される「音楽応用科目」を設置している。このうち、B 群の「副専攻」は既述のよ

うに、例えば「ピアノとヴァイオリン」、「指揮と作曲」等、異種の専攻を主専攻と同じ水

準で履修できる制度であり、専攻教育の研鑚と広範な音楽的視野の獲得を目的に設置され

た。D 群の「音楽特別活動」は国内外のコンクールや演奏会への出演に対する単位付与制

度で、学生のコンクール参加を推奨し、演奏活動の社会経験を積ませるため考案された。 

特記すべきは「音楽応用科目」B 群の「室内楽」と「オーケストラ」であり、本学教員

はもとより国内外の一流音楽家を講師に迎え、高度で専門的な教育が集中的に行われてい

る。その成果は授業の中だけに留まらず、学内外の各種演奏会（室内楽演奏会、オーケス

トラ演奏会、合唱の夕べ、作品展他）においても顕著に現れている。 

 

(2) ３－１の自己評価 

学則に掲げる「人格の完成を図る」との目的に沿って教養科目を開講し、学生は様々な

領域から授業を履修できる。また、教育目的・育成すべき人材像に基づき、カリキュラム

の核である専攻科目（実技レッスン）を中心として音楽基礎科目と音楽応用科目から構成

される多彩なカリキュラムを編成し、専門的能力の育成を行っている。 

 平成 18(2006)年度のカリキュラム改定において一層高度な専門性を志向し、音楽応用科
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目の「副専攻」制度等、広範囲の科目設定を可能にした。これにより、学生の選択の幅が

広がったことは評価できる。 

 

(3) ３－１の改善・向上方策（将来計画） 

改定後のカリキュラムによる教育の実態を継続的・正確に把握する。とりわけ、高度で

専門的な技術の習得、プロフェッショナルな音楽家の育成等、開学以来、本学が担ってき

た教育的・社会的使命を今後も遂行するため、社会及び諸外国の教育機関との連携や協力

等、多角的に展開していく。また、このカリキュラムで 4 年間の教育を受けた学生が卒業

した時点でカリキュラムを点検し、修正すべき点は修正してカリキュラムを設定する。 

 

３－２. 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。 

 
(1) 事実の説明（現状） 

３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

平成 18(2006)年度にカリキュラムを改定し、同一分野であった専門科目（専攻に係る

科目）を、専攻科目を支える音楽基礎科目と音楽応用科目に位置付けた。 

専攻科目は、各専攻で指定される 30 単位が必修である。 

音楽基礎科目では、ソルフェージュ 4 単位、音楽理論 8 単位、音楽史 8 単位の合計 20

単位が選択必修である。 

音楽応用科目は、A～D 群から 26 単位が選択必修である。 

また、専攻に係る科目とは別に、幅広い教養の修得のために語学で 10 単位、一般教養

科目で 16 単位が選択必修である。 

学生は以上の必修単位に加えて音楽基礎科目、音楽応用科目、語学・教養科目の各分野

から自由に選択し、卒業に必要な 124 単位以上を修得する。 

他に、教職に関する科目があり、これにより中学校教諭一種及び高等学校教諭一種免許

状（教科：音楽）が取得できる。 

 

【表 3-2 必修単位数】 

専攻科目 専攻実技 24 単位、卒業演奏・卒業作品・卒業論文 6 単位  計 30 単位

音楽基礎科目 ソルフェージュ・音楽史・和声学  計 20 単位 

音楽応用科目 

 

 

 

A 群 （音楽理論・音楽史系） 

B 群 （実技・副専攻・ソルフェージュ系） 

C 群 （音楽教養科目系） 

D 群 （音楽特別活動系）      計 26 単位 

語学・教養科目 語学（日本語表現・英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語） 10 単位

一般教養科目  16 単位 

 

３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。 

本学の授業科目は次ページの表の通り大別され、教育課程の方針に即し編成されている。 
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【表 3-3 専攻科目】 

科 目 名 内    容 

専攻実技 専攻実技のマンツーマン・レッスン 

卒業演奏 専攻実技の卒業試験 

卒業作品 （作曲専攻のみ）卒業作品 

卒業論文指導・卒業論文 （音楽学専攻のみ）卒業論文指導 

音楽学・古楽総合演習Ⅰ （音楽学専攻のみ）英語文献の講読 

音楽学・古楽総合演習Ⅱ （音楽学専攻のみ）英語論文の講読 

音楽文献学 （音楽学専攻のみ）音楽に関する文献、楽譜等の検索法 

楽書講読 （音楽学専攻のみ）ドイツ語・フランス語の文献の講読 

音楽学専攻演習Ⅰ （音楽学専攻のみ）Musical Lexicography の現在 

音楽学専攻演習Ⅱ （音楽学専攻のみ）音楽批評と音楽 

音楽学専攻演習Ⅲ （音楽学専攻のみ）Ｅ．ヴァレーズに見る 20 世紀音楽 

音楽学専攻演習Ⅳ （音楽学専攻のみ）比較音楽学から民族音楽学までの諸問題の考察

 

【表 3-4 音楽基礎科目】 

科 目 名 内    容 

ソルフェージュ 音感や読譜能力の養成 

音楽理論 a 和声学初級（実習） 

音楽理論 b 和声学中級（実習） 

音楽理論 c 和声学上級（実習） 

音楽理論 Ds 和声学上級（理論と実習） 

音楽理論 D1 ロシア音楽の研究 

音楽理論 D2 （本年度休講） 

音楽理論 D3 ラヴェルの研究 

音楽理論 D4 現代作曲作品の分析 

音楽理論 D5 18 世紀以降のピアノソナタ、ヴァイオリンソナタの研究 

音楽理論 D6 ドイツリートの研究 

音楽理論 D7 J.S.バッハの対位法的作品分析と実習 

音楽理論 D8 （本年度休講） 

音楽理論 D9 ベートーヴェン前期弦楽四重奏曲分析 

音楽理論 D10 ロマン派の室内楽Ⅰ 

音楽理論 D11 合唱作品の研究と実作 

音楽理論 D12 ショパンの和声的研究 

音楽理論 D13 バロックから現代のポリフォニー作品の研究 

音楽理論 D14 管弦楽法の研究と実作 

音楽史Ⅰ、Ⅱ 中世から現代に至る西洋音楽史の専門的な概観 

音楽史概説 西洋音楽の歴史 

管弦楽史 ヨーロッパ社会におけるオーケストラ音楽の展開 
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鍵盤音楽史 オルガン、チェンバロ、ピアノ等の鍵盤音楽の歴史 

室内楽史 18～20 世紀の室内楽の歴史 

声楽史 オペラを始めとする声楽曲の歴史 

音楽史各論Ⅰ 古楽演奏史及びヴァイオリンの歴史の研究 

音楽史各論Ⅱ ロック・ミュージック研究 

音楽史各論Ⅲ 19･20 世紀の西洋音楽作品にみる音の言語性について 

音楽史各論Ⅳ 新古典主義音楽の考察 

音楽史各論Ⅴ ピアノ協奏曲史 

音楽史各論Ⅵ 音楽美の基準について  

音楽史各論Ⅶ 明治から現代までの日本の音楽創作史 

音楽史各論Ⅷ 歌曲史の研究 

音楽史各論Ⅸ ペンデレツキとシュニトケの研究 

音楽史各論Ⅹ 音楽学の歴史と現在 

 

【表 3-5 音楽応用科目・A 群】 

科 目 名 内    容 

音楽理論 DI、DⅡ 音楽理論の探究、高度な楽曲分析 

日本の伝統音楽 日本の伝統音楽の様々なあり方の概観 

民族音楽 世界各地の音楽と芸能の概観 

日本音楽概論 日本の音楽史の概観 

民族音楽学概論 民族音楽学の歴史及び基礎的な概念 

古楽概論 古楽演奏史（本年度休講） 

楽書講読 音楽学を学ぶ上で必要な独・仏語の文献の講読 

コンピュータ音楽実習 コンピュータを使った音楽の実習 

音楽理論基礎 A、B、C 基礎的な音楽理論 

作曲法演習 A 20 世紀後半の作曲家 

作曲法演習 B オーケストレーション 

作曲法演習 C 音楽の創造的世界 

音楽学・古楽総合演習 音楽学と古楽に必要な英語文献の講読 

音楽文献学 音楽に関する文献、楽譜等の検索法 

 

【表 3-6 音楽応用科目・B 群】 

科 目 名 内    容 

キーボード・ソルフェージュ 初見演奏、伴奏付け、移調等、ピアノを使ったソルフェージュ 

スコア・リーディング スコアを読み、ピアノを使って音にする訓練 

ピアノ・リテラチュア ショパンのピアノソナタの考察とフランス近代ピアノ音楽 

ピアノ演奏法 演奏者と聴衆という関係から演奏について討議・考察 

ピアノ実技指導法 子供を対象にしたピアノの指導についての実習クラス 

ピアノ伴奏法 声楽曲を中心にした伴奏の実習クラス 
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伴奏クラス ピアノ専攻生以外のための伴奏の実習クラス 

弦ソルフェージュ 弦楽器を用いた初見演奏の実習 

弦オーケストラ・スタディ 弦楽器によるオーケストラ・レパートリーの習得 

弦楽器実技指導法 子供を対象にしたヴァイオリンの指導についての実習クラス 

管基礎講座 管楽器演奏に関する基礎的な技術の習得 

管ソルフェージュ 管楽器を用いたソルフェージュ授業 

管リード講座 リードの作成実習 

管合奏Ⅰ 室内楽を中心にした管楽器合奏 

管合奏Ⅱ 吹奏楽を中心にした管楽器合奏 

打基礎講座 個々の楽器の基礎的な演奏技術の習得 

打オーケストラ・スタディ 打楽器によるオーケストラ・レパートリーの習得 

打合奏 a マリンバによるアンサンブル授業 

打合奏 b パーカッションによるアンサンブル授業 

ハープ合奏 ハープを中心にしたアンサンブル授業 

ハープ・オーケストラ・スタデ

ィ 

ハープ専攻生によるオーケストラ・レパートリーの習得 

古楽実習 古楽演奏上の諸問題の実習を通じた探究 

古楽アンサンブル 初期バロックから古典派作品の演奏解釈 

通奏低音 通奏低音の技術を様々な角度から探究 

民族音楽実習 インドネシア・ジャワ島のガムラン(青銅打楽器)アンサンブル 

女声合唱 ピアノ専攻対象の女声合唱 

男声合唱 弦楽器・管楽器専攻以外の男声合唱 

女声合唱 A・B ピアノ専攻以外の女声合唱 

ディクション ドイツ語、フランス語、イタリア語、及び日本語の発語法 

声楽アンサンブル 声楽専攻女声の合唱 

オペラクラス オペラのための発声技術、歌唱技術の習得 

オペレッタ・ミュージカル演習 オペレッタ、ミュージカルの実習 

ロシア・スペイン歌曲講座 ロシア歌曲、スペイン歌曲の研究と実習 

歌曲演習 歌唱のためのフランス語の発音演習とフランス現代歌曲の歌唱と

解釈 

オーケストラ 弦楽器、管楽器、打楽器による合奏授業 

必修副科ピアノ 副科としてのピアノ実技（ピアノ・チェンバロ・作曲・指揮専攻

以外） 

副科弦楽器 副科としての弦楽器実技 

副科管楽器 副科としての管楽器実技 

副科打楽器 副科としての打楽器実技 

副科ハープ 副科としてのハープ実技 

副科古楽器 副科としての古楽器実技 

副科声楽 副科としての声楽実技 
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副科作曲 副科としての作曲実技 

副科指揮 副科としての指揮実技 

作曲理論ピアノ 作曲・指揮専攻のピアノ実技 

演奏解釈 指定された公開講座・コンサートを規定回数以上聴講 

公開演奏 規定された練習回数と演奏会出演 

伴奏 実技試験でのピアノ伴奏 

室内楽 学生が自主的に編成した室内楽のレッスン 

二重奏ソナタ 学生が自主的に編成した二重奏のレッスン 

室内楽講座 様々な編成の室内楽の実習クラス 

指揮法 指揮の実習 

和楽器実習・日本歌唱 長唄を中心とした日本の伝統的な歌唱法、演奏法、指導法 

 

【表 3-7 音楽応用科目・C 群】 

科目名 内    容 

音の物理学 音楽の構成要素としての音の構造（一般教養科目と共通） 

音の生理学 音、音声の認知、またその表現（一般教養科目と共通） 

音楽療法 音楽療法の歴史、理論や技法、臨床の実践（一般教養科目と共通）

音楽理論 E1 コンピュータと音楽 

音楽理論 E2 スペイン近代音楽研究 

音楽理論 E3 現代音楽のアトリエ 

音楽理論 E4 音楽の様々な側面、自然との関わり、及び哲学・宗教に関する考察

音楽理論 E5 音楽の構造と時間 

 

【表 3-8 音楽応用科目・D 群】 

科目名 内    容 

音楽特別活動 コンクール受賞・演奏会出演に対して書類審査の上、単位認定 

 

語学・教養科目 

【表 3-9 語学】 

科目名 内    容 

日本語表現 1～6 様々な日本語の表現力の演習 

英語 英文法、読解、英作文、英会話 

ドイツ語 ドイツ語文法、読解、作文、会話 

フランス語 フランス語文法、読解、作文、会話 

イタリア語 イタリア語文法、読解、作文、会話 

 

【表 3-10 一般教養科目】 

科目名 内    容 

数理の科学 自然現象の解析、数理的アイディアの源泉 
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生命の科学 生命の自然史、生命科学と人間 

物質の世界 分子・原子の世界を扱う物質科学 

宇宙の科学 天文学、宇宙論 

マルチメディアⅠ マルチメディア全般 

マルチメディアⅡ 情報の表現技術、図形や画像、音声等の情報処理 

心理学 人間の心の成り立ちや動きの理解 

情報処理 A～D 基礎的な情報処理能力 

音の物理学 音楽の構成要素としての音の構造 

音の生理学 音、音声の認知、またその表現 

音楽療法 音楽療法の歴史、理論や技法、臨床の実践 

日本の言語と文学Ⅰ 日本の文芸理念と芸術論 

日本の言語と文学Ⅱ 古代日本人の生活と文学 

日本の言語と文学Ⅲ 近代詩の研究 

英米の言語と文学 英詩、バラッド、英語史、英語学 

ドイツの言語と文学 ベルリンの文化の中心、メンデルスゾーン一族とその仲間達 

フランスの言語と文学 中世から現代までの代表的なフランス文学作家 

日本史 日本の近現代史 

日本文化史 百人一首にみる日本的抒情の歴史 

西洋史 中世・ルネッサンスから近現代までのヨーロッパ史 

ヨーロッパ文化史 イタリアの歴史、文化、社会と人々 

国際政治学 19～20 世紀のヨーロッパとアメリカの国際政治の展開 

社会学 アドルノの音楽社会学、現代社会の問題 

アート・マネージメント アーチスト・サバイバル論、アート・マネージメント論 

比較文化論 西欧キリスト教社会と日本 

日本国憲法 現代の日本国憲法のあり方の考察 

哲学 テロリズム、戦争、宗教問題の現状 

美術史 ヨーロッパの絵画史 

美術演習 植物写生、デッサン、色彩構成、立体画像 

体育講義Ⅰ メンタル・トレーニング、健康問題 

体育講義Ⅱ 音楽家・人間として健康な心身を作り上げる心得 

体育実技 ゴルフ、ナンバ歩き、水泳、カポエラ、ナンバビクス 

体育実技（身体コントロール） 古武術、東洋的身体運用法 

体育実技（特別コース） 病気・怪我等で体育実技に参加できない学生のための授業 

 

卒業要件に含まれない科目の構成 

【表 3-11 教職課程科目】 

科 目 名 内    容 

教職概論 教職の意義、教員の役割・職務内容に関する授業 

教育原論 日本教育史、教育人間学的な視点からの教育原論講義 
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発達心理学 対象を乳幼児期、青年期を中心にした発達心理学講義 

教育と法 近代国家の整備と変容の課程における教育と法の関係 

音楽科教育法Ⅰ～Ⅳ 音楽教科の教授法 

道徳教育の研究 道徳教育やそれをめぐる議論を検討し、真の道徳教育の考察 

特別活動の研究 クラス担任、クラブ顧問等、特別活動の指導法 

生徒指導・進路指導 生徒指導・進路指導の意義、問題点、課題に関する講義 

教育相談 問題への理解と対処、またコミュニケーション・スキルのトレーニ

ング 

教育総合演習 様々なテーマで社会現象を考察し、その理解を深める講義 

教育実習 中学校、高等学校での教育実習 

介護実習 特別支援学校、及び社会福祉施設での介護実習 

 

３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

(1) 年間学事予定、授業期間の決定 

年間行事及び授業期間は毎月の教務委員会で検討され、原案が作成される。前年度版

を基に、各部会・運営委員会の観点で修正等が加えられる。決定後も、修正等には柔軟

に対応している。教務委員会の案は教授会で審議された後に決定される。 

 

(2) 年間学事予定、授業期間の明示 

年間学事予定と授業期間は「履修案内」に記載され、学生・教職員全員に配付される。 

平成 21(2009)年度は、次の通りである。 

富山ピアノマスタークラス     3 月 28 日 ～ 4 月 2 日 

オリエンテーション        4 月 3 日 ～ 4 月 9 日 

前期授業期間           4 月 10 日 ～ 7 月 8 日 

前期試験期間           7 月 9 日 ～ 7 月 18 日 

集中講義期間           9 月 1 日 ～ 9 月 17 日 

後期授業期間            9 月 28 日 ～ 12 月８日、 

1 月 5 日 ～ 1 月 18 日 

後期試験期間            12 月 9 日 ～ 12 月 16 日、 

1 月 19 日 ～ 2 月 8 日 

富山室内楽特別講座        2 月 20 日 ～ 2 月 27 日 

室内楽・二重奏ソナタ単位認定試験 3 月 1 日 ～ 3 月 2 日 

 

(3) 年間学事の運営 

年間学事予定は教務委員会、学生委員会、及び事務担当部署において管理・運営され

ている。 
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３－２－④ 単位の認定、進級及び卒業・修了の要件が適切に定められ、厳正に適用されて

いるか。 

(1) 単位認定 

学生が履修した授業科目の単位認定に関しては、専攻実技、学科それぞれに基準が定め

られている。実技は試験で 60 点以上を取った場合に A～C の成績が付き、単位が認定さ

れる。60 点未満の場合は D となり単位は認定されない。学科に関しても 50 点以上の場合、

成績が A～C 評価となり単位認定され、D 評価（50 点未満）の場合は単位不認定となる。 

音楽特別活動による単位の付与に関しては、卒業までに 大 3 単位と決められている。

国内外のコンクールでの入賞が申請書によって報告され、それを部会・主任会議・教務委

員会で審議し、1～3 単位の範囲で認定する。また、演奏会等の音楽活動についても、申請

内容を上記の会議体で審議し、1～2 単位を認定する。 

本学以外で修得した単位に関しては、学則第 27 条の 3 に規定されている通り、総計 60

単位の上限を超えない範囲で、一般教育科目 20 単位まで、必修外国語科目４単位まで（そ

れ以外の外国語科目２単位まで）、語学検定による単位は 14 単位まで、また、専門科目 20

単位までを認定している。これらは、申請を教務委員会で確認し、教授会での承認を得て

認定されている。 

 

(2) 進級及び卒業の要件 

本学では４年間の在籍期間に卒業に必要な 124 単位以上をどの学年でどのくらい修得す

るかは自由であり、進級要件を定めていない。学生へは、履修ガイダンス時等に「年間 40

単位を目安に履修することをすすめる」指導をしている。 

卒業の要件として、以下の必修単位を４年間で修得することが定められていて、教務委

員会で４年生全員の修得単位が確認された後、教授会において卒業が判定される。 

【表 3-12 科目区分と必修単位数】 

科目区分 必修単位数 内訳等 

語学科目 10 日本語表現 2 単位、外国語 8 単位 

一般教養科目 16  

専門科目 76 専攻実技 30 単位（専攻によって指定される科目） 

音楽基礎科目 20 単位（ソルフェージュ４単位、 

音楽理論 8 単位、音楽史 8 単位） 

音楽応用科目 26 単位 

選択科目 22  

合計 124  

 

３－２－⑤ 履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための工夫

が行われているか。 

３－２－④でも既に述べた通り、本学では学生の自由な科目選択を可能にするため、履

修登録単位数の上限は設けていないが、学生の履修登録が適切であるかどうかは教学事務

部教務課（以下「教務課」という。）が登録科目のデータを入力した時点でチェックする

他、履修登録確認期間に学生の個別相談を受け付け、指導をしている。 
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３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 

(1) 専攻実技 

  専攻実技（副専攻を含む）は、週 1 回 60 分のレッスンであり、全てマンツーマンによ

る指導であることが本学の特色である。それぞれの専攻では 4 年間のカリキュラムに即し

教育している。以下にそれぞれの専攻の試験や教育目標を記す。 

 ＜ピアノ＞ 

  1 年生：前期―ロマン派の自由曲 

      後期―古典派のソナタ（ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの作品か

ら） 

  2 年生：前期―フランスの作品（フォーレ、ドビッシー、ラヴェルから） 

      後期―バッハの作品 

  3 年生：前期―練習曲を 2 曲（ショパン、リスト、ドビッシー、スクリャービン、ラ

フマニノフの作品から） 

      後期―協奏曲（ほとんどの作品から自由選択） 

  4 年生：卒業試験のみ 自由曲を 2 曲 

 ＜ヴァイオリン・ヴィオラ＞   

1 年生：後期のみ ピアノとのソナタ（作品の時代を問わず） 

2 年生：前期 無伴奏の曲（自由選択）   

      後期 協奏曲やグランドピースから自由に選択 

3 年生：前期 無伴奏の曲（自由選択）  

後期 協奏曲やグランドピースから自由に選択 

4 年生：卒業試験のみ 自由曲 1 曲 

＜チェロ＞ 

   各学年とも、前期は基本的な技術である音階やアルペッジョと練習曲やバッハの無

伴奏組曲の中からとなっている。 

 また、各学年とも後期は協奏曲・バロックソナタ・無伴奏ソナタ・ピアノとのソナ

タ（ベートーヴェン、シューベルト、ブラームスの作品から）の中から自由に選択で

きる。 

 ＜コントラバス＞ 

    各学年とも、前期は協奏曲の第 1 または第 3 楽章、古典ソナタの緩急楽章、近代ソ

ナタの中から自由に選択する。また、各学年とも後期は自由曲となっている。  

＜管楽器＞ 

    1 年生から 3 年生までの前期試験では、オーケストラ・スタディを取り入れている。

3 年生後期試験と卒業試験はステージ経験のために学外ホールで行っている。また、

卒業試験の前にはオーケストラの入団試験に必ず取りあげられる曲などを課題にした

ソロ・コンサートを行っている。 

 ＜打楽器＞ 

   マリンバとパーカッションのいずれかを主としながらも、打楽器全般を履修する。

実技試験においても、4 年間マリンバとパーカッション両方を受けなくてはならない。 
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 ＜ハープ＞ 

   実技試験は 4 年間とも自由曲である。 

 ＜古楽器＞ 

実技試験は４年間とも自由曲である。 

＜声楽＞ 

学生のレベルや年齢によって多少異なるが、大学 1・2 年においては発声練習と練

習曲、それにイタリア歌曲、ドイツ歌曲を中心に学習する。3・4 年では高度なドイツ

歌曲やフランス歌曲に進み、同時にオペラのアリアも並行して学習する。アリアはモ

ーツァルトやイタリアオペラの作品が中心となる。年 2 回の試験と卒業試験がある。 

 ＜指揮＞ 

前期・後期の２回の試験が課される。4 年間でオーケストラの曲を指揮できるよう

教育する。試験は、4 年生前期まではピアノを 2 台使用しているが、卒業試験では実

際のオーケストラを指揮する。オーケストラ曲で試験を受ける場合は指揮の試験とは

別に、「スコアリーディング」というスコア（楽譜）を読んでピアノで演奏する試験が

課せられる。  

 ＜作曲＞ 

レッスンとは別に、「音楽理論 Ds」と「作曲理論ピアノ」（後述）が必修となってい

る。「音楽理論 Ds」では高度な和声、楽曲分析、管弦楽法の履修が義務付けられてい

る。電子工学に基づく音響制作も選択できる。 

4 年間に 1 度は「演奏審査」で試験を受ける。卒業までに「オーケストラ作品」を

1 曲以上作曲することが義務付けられている。 

 ＜音楽学＞ 

音楽学のコースはいまや一般大学にも設置されるほど、その裾野が広がっている。

本学では、音楽大学に設置されている特色を 大限に生かすべく、カリキュラムを設

定している。 

   音楽学とは何か、その歴史と現在について、１年間にわたって講義する「音楽学概

論」。音楽文献の全てについて展望し実習する「音楽文献学」。少人数制で楽書の読

みこなしを徹底指導する「音楽学・古楽総合演習」。音楽分析の基本とその高度な応

用を２年間かけてじっくり学んでいく「音楽理論Ｄ」等である。 

 

３－２－②で既述した通り、専攻実技を支えるために多くの専門科目がある。 

ピアノ専攻では「ピアノ演奏法」「ピアノ伴奏法」「室内楽講座」「キーボードソルフェ

ージュ」等がある他、授業とは別に「伴奏」という単位を認定している。これはピアノ伴

奏で行われる弦楽器・管楽器・声楽の試験に伴奏者として参加した場合、準備のために 4

回以上のレッスンを受けていることを条件に単位が認定されるものである。 

弦楽器専攻では「弦オーケストラ・スタディ」でオーケストラのレパートリーを習得し、

「弦ソルフェージュ」では初見演奏の実習を行っている。 

管楽器専攻では「基礎講座」として楽器法・呼吸法・身体トレーニング等を行い、「管

ソルフェージュ」では音程の取り方、音質音色の使い方等を学習する。「管合奏Ⅰ」では室

内楽を中心にした合奏を、「管合奏Ⅱ」では吹奏楽を中心にした合奏を学習し、それぞれ発
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表演奏会を開催している。 

打楽器専攻では 1・2 年生は「基礎講座」で、全ての打楽器の名称・材質・奏法・効果

や楽器のメンテナンス方法等を学習する。3・4 年生は「オーケストラ・スタディ」でオー

ケストラのレパートリーを習得する。マリンバやパーカッションだけのアンサンブルのみ

ならず、両方をミックスした合奏を経験し、年に 1 度の発表演奏会を行っている。 

ハープ専攻でも「アンサンブル」や「オーケストラ・スタディ」を通年の授業として行

っている。これも年に 1 回発表演奏会がある。 

声楽専攻では「ディクション（発語法）」は必修で、イタリア語、ドイツ語、フランス

語、日本語を学習する。「オペラクラス」はオペラの基礎知識と実習演習を学習する。オペ

ラアンサンブルや、演劇的な実習も含みオペラのハイライトシーンを使って、学習してい

る。なお、年 2 回の試演会でその成果を発表している。声楽専攻生のための合唱「声楽ア

ンサンブル」や「ミュージカル演習」等の他、特別講座として「ドイツ歌曲講座」「フラン

ス歌曲講座」「スペイン歌曲講座」がある。 

古楽器専攻では「古楽実習」で古楽演奏上の諸問題を探求し、「古楽アンサンブル」で

は初期バロックから古典派作品の演奏解釈を行い、「通奏低音」で通奏低音の技術を様々な

角度から学習している。 

作曲専攻では、前述した「音楽理論 Ds」「作曲理論ピアノ」が専攻レッスンとは別にあ

る。創作も演奏と同様にステージに集約されるとの考えから、完成された作品にはできる

だけ多く演奏の機会を提供している。学生の優秀な作品を集めてホールで毎年「作品展」

を開催し、平成 21(2009)年には 31 回目を迎える。また、学生が作品発表の場として自主

的に学内で「試演会」を活発に開いている。平成 19(2007)年度より文部科学省の補助を得

て「作曲専攻教育支援プログラム」を実施している。 

 

(2) 副科実技 

マンツーマンによる指導で、レッスン時間は 20 分と 30 分等がある。 

・必修副科ピアノ（20 分） 

 ピアノ、チェンバロ、作曲、指揮専攻生以外必修。 

 単旋律楽器の専攻生がピアノを学習することにより、音楽の幅を広げている。 

・選択副科実技（30 分、声楽は 20 分） 

 必修を修了しさらにピアノを学習したい学生、自分の専攻以外の楽器に興味を持つ学生

が学習している。副科作曲も学習できる。 

・作曲理論ピアノ 

 作曲家にとってピアノ演奏は重要であるので、レッスン時間を 60 分とし専攻同様に学

習している。4 年間必修である。 

 

(3) ソルフェージュ 

  本学はソルフェージュ教育に力を注いできた伝統があり、能力別・少人数クラス編成を

行い、一人ひとりに行き届いた教育を実践している。 
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(4) 音楽理論（和声学） 

  音楽理論関係科目は次の 3 つに分類され、原則として 20 人以下の少人数クラスで行っ

ている。 

① 楽式及び和声実習を主とする「音楽理論 C」、「音楽理論 a,b,c」「音楽理論基礎」（1

科目 2 単位必修） 

  ② 講義及び演習形式による、より高度な「音楽理論 D」（1 科目 2 単位選択必修） 

  ③ 講義を主体とする教養的な「音楽理論 E」（選択科目） 

 

(5) オーケストラ  

 オーケストラは大人数であり、専攻や学年もそれぞれ違う学生によって編成されている。

そのため、通常の時間割の中に練習を組み込むことは困難なので、授業終了後の 18 時よ

り行われている。 

3 時間をリハーサルの基本単位とし、少なくとも 8 回の練習を行い 1 回の本番を行うこ

とで「1 単位」としている。メンバーの学年構成や曲目の難易度、協奏曲におけるソリス

トとの合わせ等の状況により、練習回数を増やして対応することもある。 

学生に対しては、4 月のオリエンテーション時に年間の演奏会日程、指揮者、リハーサ

ル日程、曲目等を発表する。新学期に約 1 週間のエントリー期間を設け、学生はエントリ

ー用紙を提出する。ヴァイオリン・ヴィオラは完全なエントリー制である。チェロ・コン

トラバスは担当教員が参加を指定する。管楽器・打楽器・ハープはそれぞれの担当教員が

学生を指名している。フルートとクラリネットは参加資格決定のためのオーディションを

行っている。 

平成 21(2009)年度はオーケストラの演奏会が 10 回予定されている。 

 

(6) 二重奏・ 室内楽 

通常の授業とは別に、学生は自由に編成したグループ（2～8 人）を登録し、指導教員を

希望してレッスンを受講する。通年で行われ、規定回数以上のレッスンを受講した後、学

年末の単位認定試験を受験する。優秀な成績を修めたグループは本学主催の「室内楽演奏

会」に出演できる。 

 

(7) 富山室内楽特別講座 

国内外から招聘した教授陣による室内楽のレッスンが、富山市にある桐朋学園大学院大

学の校舎を会場に 8 日間の合宿形式で開催される。上記(6)で編成されたグループ、または

このために編成したグループが参加する。例年、受講希望が多いので、オーディションで

選抜される。 

 

(8) 富山ピアノマスタークラス 

上記(7)と同様に、欧米からの招聘教授によるピアノのマスタークラスが大学院大学の校

舎内において合宿形式で開催される。本人の希望及び指導教員の推薦により参加を申し込

む。選考を経て参加が決定されるので、希望者全員が参加できるとは限らない。3 日間の

集中的なレッスンと練習や、他のレッスンの聴講により、受講生は目覚しい進歩を見せて



桐朋学園大学 

 - 33 -

いる。期間中、選抜者による終了コンサートが開催される。 

 

(9) 語学教育 

英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語を開講し、「初級」「中級」「上級」の３段

階にクラスが編成されている。英語では「初級」と「中級」はクラスが指定されるが、「上

級」は学生が自由に選択できる。フランス語、ドイツ語では「初級」クラスは指定である

が、「中級」「上級」は学生が選択できる。受講生の多い「英語」では、中級クラスがさ

らに 5 段階に分かれ、学生の実力に添うよう配慮されている。受講生の超過を防ぐため 4

月のオリエンテーション時に人数調整を行っている。 

なお、「英語」の各クラスの受講者数は、初級クラス：約 15 人、中級クラス：約 25 人、

上級クラス： 大 40 人程度（上級クラスは自由選択のため、クラスにより受講生数のば

らつきがある）である。 

 

３－２－⑦ 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を行っている場

合には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授業、添削等

による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利用して行う授業

の実施方法が適切に整備されているか。 

通信教育は行っていない。 

 

(2) ３－２の自己評価 

大学設置基準第 19 条に基づき、専攻に係る専門の教科を教育課程の中心に据え、その周

辺に音楽的知識・素養を修得する科目を、さらに外側に豊かな人間性を育む教養科目を配

置している。また学生の希望を重視して、必修以外の単位修得について従来のカリキュラ

ムより大幅な自由度を持たせたことは評価できる。 

年間学事予定、授業期間の明示、運営に関しては、適切に遂行されている。 

本学の年間学事予定を基に各曜日の週数を計算すれば、日曜日と国民の祝日、また夏季

休暇、冬季休暇、春季休暇、入試期間の日数を除き 35 週の授業週数を確保している。 

但し、本学では、前・後期実技試験期間や室内楽・二重奏ソナタ単位認定試験期間、学

科試験期間等に多くの日数を要するため、定められた 35 週のうち、実際の授業として開

講できる週は 23～25 週となるのが実状である。これは、一人ひとりの演奏を評価する実

技試験には多くの時間が必要であり、授業と平行した試験の実施が困難なためである。授

業の開講期間を区切って実技試験期間を設定することは実技教育をカリキュラムの核とす

る本学の場合不可避である。 

「国民の祝日に関する法律」第 3 条第 2 項による振替休日のため月曜日の授業回数が減

少している。振替休日を授業日として授業日数の確保に努めているが、今後より一層の授

業回数確保を図るべきである。 

卒業の要件である 124 単位以上を修得するために 1 学年 40 単位を履修の目安としてお

り、 終年次には専攻実技に専念できるよう配慮している。また、卒業判定は厳格に運用

されている。 

本学の場合、1 学生が 4 年間で修得する単位の総数にはある程度ばらつきがある。これ
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は、単位の上限を定めずに、学生には勉学の機会を可能な限り提供しているためである。 

 

(3) ３－２の改善・向上方策（将来計画） 

授業週数については大学設置基準を満たしているとはいえ、実際の授業日数の確保につ

いては常に検討し、その確保に努めてきた。月曜の日数が少ない年度は休日を授業日に振

り替えたり、また、学則で 10 月 1 日からが後期と定められているところを、9 月末の月曜

から後期の授業を始める等の対応を取ってきた。今後もこのような授業数確保を視野に入

れて行事予定を組み立てていく。現在、教務委員会において 9 月・12 月の授業日増設を検

討している。 

建学の精神の第 3「世界における音楽文化の創造」に基づき、世界的な著名教授を招聘し

て授業を行っているが、卒業後の活躍を支援するためにも語学カリキュラムのさらなる充

実が求められる。現在の語学カリキュラムでは、卒業要件を満たすためには、4 年間に 8

単位を修得すればよいことになっているが、今後はこの単位数を見直す。 

 

３－３. 教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

３－３－① 学生の学習状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、就職先の企業

アンケートなどにより、教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が

行われているか。 

毎年、授業・レッスンに関する学生アンケートを実施し、学生の学習状況及び意識調査

を行っている。その結果は担当教員に報告され、教育目的の達成状況を点検・評価するた

めの材料となっている。主任会議においてもアンケートの結果を踏まえ、翌年に向けた改

善の指針としている。本学の教育の中心である専攻実技における学生の学習状況について

は、マンツーマン教育の中でそれぞれの教員が日常的に学生達の学習状況を把握し、指導

している。また教務課では、4 年生の履修登録時に相談にあたっている。 

学生の資格取得については、教育職員免許の取得がある。本学は音楽を専門に学ぶ学校

であるため、他の資格を取得する指導は行っていない。教育職員免許については、在学生

の 60～70％が教職課程を履修し免許を取得している。卒業生に対する教職アンケートを実

施する等、音楽教育者の育成を図る上で毎年改善を行っている。 

また、学生の就職先の調査を毎年行い、その結果を事業報告書に記載している。就職情

報に関しては、情報会社や人材派遣会社等の説明会を通して学生に提供している。 

 

(2) ３－３の自己評価 

授業・レッスンの学生アンケートや、専攻実技のマンツーマンでの教育の実施により、

学習状況や教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われている。音楽関係の

仕事で卒業後直ちに就職できるものは少ないが、就職に関する様々な支援について、現在

検討を進めている。 
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(3) ３－３の改善・向上方策（将来計画） 

学習状況や就職状況等を学生からのアンケートや学生会からの意見聴取等を通して調

査していく。また、教員に対してもアンケート調査の結果等を基にして教育目的に合った

適切な教育がなされるようにする。 

資格取得に関しては、就職支援の一貫として小学校や特別支援学校の免許取得に関する

情報等も提供していく。 

 

[基準３の自己評価] 

本学の教育目的は教育課程や教育方法等に十分反映されており、授業は教育課程の編成

方針に即して体系的かつ適切に設定されている。平成 18(2006)年度のカリキュラム改定に

よって実技教育がその核として位置付けられ、他の科目との関連性が鮮明にされた。これ

は本学の教育目的の実現に大きく貢献した。 

 

[基準３の改善・向上方策（将来計画）] 

教育目的と、それを享受する学生のニーズが適合するかという視点が不可欠である。カ

リキュラムは学校にとって も重要な部分であるため、本学のカリキュラムが建学の精神

に適っているかどうかを教育計画検討委員会を中心に検証していく。 
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基準４. 学生 

 

４－１. アドミッションポリシー（受入れ方針・入学者選抜方針）が明確にされ、適切に

運用されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

４－１－① アドミッションポリシーが明確にされているか。 

１. 本学のアドミッションポリシー 

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 

 

 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も活躍する人材の

輩出を目指していることから、本学では入学試験での各専攻における演奏実技試験にお

いて、「技術の到達度」に加えて、「表現力」、「感性」、「個性」等を基軸にしながら選抜

している。また、演奏の能力に加えて音楽的基礎知識及び一般的な教養も重要と考え、

これらを総合的に判断できる入学試験を行っている。 

 

２. アドミッションポリシーを伝えるための方策 

上記のアドミッションポリシーを明確に伝えるために、以下を実施している。 

① 学校案内、入試要項及びホームページへの情報掲載 

② 夏期講習会、冬期講習会の実施 

講習会では実技・ソルフェージュ・楽典等、入試科目の模擬試験・模擬授業を実施

している。全体の成績と個人の成績を基にしたきめ細かいガイダンスを行い、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。 

    ③ 入試課題の発表 

 

４－１－② アドミッションポリシーに沿って、入学者選抜等が適切に運用されているか。 

入学試験日程、実施科目、募集人数、受験資格、出願方法及び入学手続方法等について、

入試要項で公表している。 

 

１. 入学者選抜方式 

本学の入学試験には次の 4 通りがある。 

① 一般入試 募集人数 75 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 募集人数 60 人 

桐朋女子高等学校音楽科 3 年在籍の生徒で、高校時の学業成績のうち、本学が定め
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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。 

③ 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、試験（専攻実技

試験・面接と専門科目）による。 

④ 編入試験 

本学では、古楽器と作曲以外の専攻で２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１年次相当分の必修単位（40 単位以上）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。 

 

２. 入試の体制と運用 

・入学試験に関わる願書受付、試験実施準備、試験実施、合格者発表及び入学手続等は

教務課が担当している。 

・入学試験期間中は学部長を入学試験実施本部長、教務部長を副本部長として、入学試

験全般の管理運営にあたっている。 

・視覚障害を持つ受験生に対しては事前に打ち合わせを行い、専攻実技試験以外の科目

では別室での試験実施、点字・拡大文字での試験問題作成等により、適正な試験を実

施している。 

・合格者の判定は合否判定教授会において受験生の氏名を伏せる等、厳正に行われてい

る。 

・過去の出題課題・問題を入試問題集等にまとめ、公表している。 

 

４－１－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学生数並び

に授業を行う学生数が適切に管理されているか。 

平成 21(2009)年 5月現在の本学の収容定員、入学定員、在籍学生数は以下の通りである。 

収容定員 600 人（大学 1・2・3・4 年 各 150 人） 

入学定員 150 人 

在籍学生数 753 人 

 

各クラスの受講生数とクラス数は以下の通りである。 

【表 4-1 受講生数とクラス数】 

受講生数 クラス数 

  １～9 47 

10～19 113 
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20～29 74 

30～39 52 

40～49 20 

50～59 16 

60～69 13 

70～79 13 

80～89 7 

90～99 3 

100～109 4 

110～119 3 

120～129 0 

130～139 3 

140～149 3 

150～159 0 

160～169 1 

 

ソルフェージュ、音楽理論、語学では原則として能力別にクラスを編成し、きめ細やか

な授業を行っている。 

【表 4-2 ソルフェージュ、音楽理論、語学の受講生数とクラス数】 

受講生数 ソルフェージュ 音楽理論 語学 

１～9 12 4 4 

10～19 38 14 22 

20～29 15 8 13 

30～39 4 5 17 

40～49  2 3 

50～59  2  

60～69  2  

70～79  0  

80～89  1  

 

 (2) ４－１の自己評価 

・本学の教育目的を理解し、本学で学ぶ意志を持った学生を受け入れるために、受験者を

公正に選抜する入学試験を実施している。 

・本学におけるアドミッションポリシーは建学の精神及び教育目的に即したものである。

平成 20(2008)年に文言化し、平成 21(2009)年の学校案内や平成 22(2010)年入試要項に

掲載している。 

・夏期・冬期の講習会の模擬試験や模擬授業等を通して本学が求める学生像や教育内容が

示され、個別レッスンやガイダンスを通してアドミッションポリシーが示されている。 

・入学者選抜は、学長を中心に教員と事務職員との緊密な連携の下に行われており、また
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ハンディキャップのある受験生への配慮を含め試験は適正に実施されている。 

・在籍学生数の超過比率は収容定員に対し 1.255 倍である。必要十分な教育が行われるよ

う適正なクラス編成を実施し、各部会・運営委員会において検討を重ね、年度によりク

ラス数を増やす等、適宜、改善策を講じている。 

・受験者数は年度により若干の増減はあるが、概ね安定している。 

 

(3) ４－１の改善・向上方策（将来計画） 

アドミッションポリシーに沿った入学者を確保するため、入学者選抜方法及び入試運用

に関してさらなる検討を加える。 

入学者選抜方法については、桐朋女子高等学校音楽科に限定している指定校推薦入試制

度を本学へ入学実績のある高等学校にも広げていく。 

また、一般推薦入試にピアノ・弦楽器・指揮の各専攻を含めると共に、一般推薦入試で

選抜した学生への入学前教育、入学後教育についても検討している。 

 

４－２. 学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

４－２－① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。 

教員によるクラス担任制度及び教員のオフィスアワーは設けていない。 

履修登録期間に大学４年生を対象とした相談窓口を開設し、卒業に必要な単位数の確認

を含め、履修相談ができる体制を整備している。 

例年 10 月に 4 年生が履修している科目について学生の学習状況を調査し、その内容に

応じて当該学生に書面で通知、あるいは教務部長を中心に面接して指導している。 

 

・練習室の貸出 

平日の 8 時から 17 時の間、授業や教員の研修研究による使用がない場合は、学生は教

室・レッスン室を自由に使用することができる。授業開講期間の平日の 5 時 10 分から 8

時と 17 時から 21 時 45 分及び休日の全時間帯については、予約をし調整した上で 2 時間

30 分以内、長期休暇中は当日受付により 4 時間以内で貸し出している。 

自宅等での練習が困難で、恒常的に大学で練習を行わざるを得ない学生には、予約申込

時に優先的に練習室使用許可が受けられる「定期使用制度」を設けている。 

打楽器、古楽器、ハープ、コントラバス等の専攻学生が大学の所有する楽器で練習でき

るよう特別レッスン室を設置している。   

 

・図書館による学生サービス 

本学附属図書館は閉架式であり閲覧面積も十分とは言えないが、学習支援には力を傾注

している。 

① 資料の特別貸出 

CD 資料は一夜貸出により、学生は 1 人 2 点まで借りられる。図書・雑誌・楽譜資料は

授業・レポート・卒業論文等で必要な場合、指導教員の許可を得て、年度末まで冊数制
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限のない特別貸出を行っている。 

② OPAC（On-line Public Access Catalog）検索補助 

スタッフが検索コーナーに 9 時から 17 時 45 分まで常駐して利用者の OPAC 検索をサ

ポートしている。 

③ 本学オーケストラ演奏会 

本学オーケストラ演奏会の曲目に関して本学図書館が所蔵する CD の一覧を作成し、配

布している｡所蔵する CD の一部は、学生の利便性向上のため教員への 2 週間の貸出期間

を１週間に短縮することや、利用頻度の高い CD で所蔵数が少ない場合は可能な限り複数

点購入、また、一部を館外貸出不可とする等の策を講じている。 

④ 実技試験 

課題曲 CD・楽譜の所蔵リストを配布している｡CD は、上記③と同じ扱いである。 

⑤ 授業用資料 

シラバスに記載された指定図書・推薦図書・参考図書のリストを用意している。その

際、未所蔵の資料は購入し、授業ごとに分類して閲覧室の書架に置いている。 

⑥ 所蔵リスト 

図書や CD、AV 等の所蔵資料は図書館ホームページに掲載しており、外部パソコンか

らアクセスして閲覧できる。 

⑦「展示スクエア」（テーマ別に所蔵リストを掲載したパンフレット） 

  2 カ月毎にテーマを決め、所蔵リストの作成・配布と資料の展示を行っている。所蔵リ

ストには年表・図版・コラム等を付し、テーマへの興味を喚起したり理解が深まるよう

工夫している。展示の他に学生のレポート提出時期に合わせて配布したり、また、教員

の要請があれば授業でも配布できるようにしている｡ 

⑧ 参考図書案内 

学生の調査に資するために、参考図書の一覧を作成し、配布している。 

⑨ 各種所蔵リスト 

「イタリア・オペラ」「モーツァルトのオペラ」等、利用が多い視聴覚資料の所蔵リス

トや楽譜の個人全集リストを作成して配布している。 

⑩ 作曲専攻教育支援プログラム  

標記プログラム関連資料の中で、図書館所蔵のリストを配布している。 

⑪ 教育実習支援 

教育実習生へのサービスとして、教育実習 1 週間前から実習後 1 週間まで資料を貸し

出している。実習中で来館できない学生には、送料着払いで資料を送付している。 

⑫ ハンディキャップのある学生へのサービス 

状況に応じて代行検索、指定場所への配達サービスを行っている。 

⑬ 専攻別ガイダンス 

音楽学専攻生を対象に、専攻に特化した資料の探し方、参考文献表の見方等を館員が

説明している。 

⑭ オンライン・データベース 

RILM オンライン・データベース（音楽文献目録）とナクソス・ミュージック・ライブ

ラリー（CD のオンライン視聴）を公開している。 
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⑮ パスファインダーの作成 

   図書館資料や WEB 上の情報を使った調査方法を利用者に案内するツールを作成して

いる｡ 

 

４－２－② 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を実施している

場合には、学習支援・教育相談を行うための適切な組織を設けているか。 

通信教育は実施していない。 

 

４－２－③ 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備さ

れているか。 

前述の通り教員の担任制やオフィスアワーは設けていないが、多くの学生が気軽に教員

控室を訪問して質問等を行っている。また、専攻実技担当教員はマンツーマンで学生を指

導しており、学生の意見等を汲み上げている。学生からの意見等は実技指導教員から学生

委員会へもたらされ、改善すべき事柄は学生委員会で審議している。 

 

(2) ４－２の自己評価 

・学習支援体制は、さらなる整備が必要であるが、勉強のために音を出す学生に早朝から

夜遅くまで教室を貸し出して研鑚を支援していることは、評価できる。 

・図書館の学習支援については、閉架式の欠点を補うため、所蔵リストの作成や資料の展

示、OPAC 検索の指導等、学生と図書館資料を繋ぐ方策を講じ、学生の利用率は平成

20(2008)年度で年間 95%であった。今後は、学生一人ひとりの学習に適した支援を行う

ため、専攻別ガイダンスの拡大、授業との連携の強化を行っていく必要がある。 

 

(3) ４－２の改善・向上方策（将来計画） 

・限りある練習室（5 時 10 分から 21 時 45 分まで）のさらなる有効な活用法を検証する。 

・図書館の蔵書の一層の充実を図る。 

・学生の学習支援に対する意見等をより良く汲み上げるシステムとして、オフィスアワー

の設置を検討する。 

 

４－３. 学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

４－３－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能しているか。 

・学生委員会 

教授会の下部組織であり、厚生補導に関わる事項の審議、調整及び立案を掌る。教授会

から選出された学生部長 1 人・学生委員 3 人及び教務課長の計 5 人で構成される。 

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う。

審議結果については教授会に諮り、教授会で審議、決定する。 

1．学生の厚生・補導に関する事項 
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2．学生寮に関する事項 

3．奨学金に関する事項 

4．学生会に関する事項 

5．保健室に関する事項 

6．学生相談室及び学生カウンセリングに関する事項 

7．その他学生生活に関する事項 

 

・教務課 

厚生・補導の窓口として、教務課が学生サービス、厚生・補導に関する以下の業務を所轄

している。 

1．学生への各種証明書または証書の発行に関する事項 

2．学生委員会に関する事項 

3．学生会に関する事項 

4．奨学会、奨学金に関する事項 

5．拾得物に関する事項 

6．学生への就職・アルバイト紹介等に関する事項 

7．学生への貸室、その他の紹介等に関する事項 

8．学生寮の生活指導に関する事項 

9．学生の健康管理及び保健室に関する事項 

10．学生の福利厚生に関する事項 

11．学生の生活に関する各種情報の提供に関する事項 

 

教務課と学生委員会が連携して、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、学生寮の運営、就職情報の掲

示、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

康管理等の様々な支援を行っている。 

 

４－３－② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。 

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 

１. 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いる。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 5 月に受け付け、9 月に結果を通知する。 
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【表 4-3 桐朋学園音楽部門奨学金】 

 年度 採用人数 支給総額  

2008 年度 71 人 26,248,000 円 

2007 年度 68 人 24,344,000 円 

 2006 年度 81 人 25,840,000 円  

 2005 年度 86 人 26,792,000 円  

 2004 年度 77 人 26,656,000 円  

 2003 年度 72 人 27,744,000 円  

 

２. 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。 

３. 鍋島元子奨学金 

「奨学金支給委員会」が審査し、古楽器専攻で秀抜な卒業試験評価を得た当該年度卒

業生を対象に、50 万円を限度に給付している。 

４．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の芸術教育の整備・拡充、奨学金にあて

る。平成 21(2009)年度においては、「平成 21(2009)年度大学入学試験」のピアノ実技

成績上位者に対する奨学金として使用した。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。 

５．「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 20(2008)年度は次表の通り第一種 30 人、

第二種 110 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 年生を対象に毎年奨学金を給付している。 

   【表 4-4 日本学生支援機構奨学金】 

学年 第一種 第二種 

1 年生 9 人 29 人 

2 年生 6 人 20 人 

3 年生 9 人 29 人 

4 年生 6 人 32 人 

合計 30 人 110 人 

 

③ アルバイト紹介 

1. 学内：夏期講習、入学試験において本学学生のアルバイトを募集している。また、学
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外ホールで実施する定期試験でも進行係等のアルバイトを募集している。 

2. 学外：学外のアルバイト募集は、教務課で内容を精査し、掲示している。 

 

４－３－③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。 

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が挙げられる。本学は

音楽の単科大学であるため、部活動は活発ではない。現在、部活動は 3 団体（スキー部、

ダンス部、サッカー部）のみであるが、専任教員が顧問に就き活動を支援している。 

また、演奏を伴う活動としては個人やアンサンブルでのコンクール及び演奏会等への参

加、福祉施設等での演奏があるが、これらについて、実技担当教員の指導や助言がなされ

ている。 

 

４－３－④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われているか。 

学校医（内科 1 人）及び教務課保健室の看護師（専任 1 人、非常勤 2 人）やカウンセラ

ー（非常勤の精神科医師 1 人、認定カウンセラー1 人）等が連携して、学生の健康管理を

担っている。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支援している。 

平成 20(2008)年度の大学生の保健室来室延べ人数は 3,359 人、 も多い月は 567 人、1

日平均 15 人であった。（下図参照） 

 

【図 4-1 月別保健室来室延べ人数】 

429 424

567

293

18

255

407

324

156

237

137
112

0

100

200

300

400

500

600

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
１０月

１１月
１２月 １月 ２月 ３月

保健室利用状況  ： 月別大学生来室延べ人数

 

 



桐朋学園大学 

 - 45 -

【図 4-2 内容別保健室来室延べ人数】 

 

 

また、保健室と連携した学生相談室を週 2 回開室している。けがや病気等で保健室に来

室したことを契機に相談・カウンセリング等へつながるケースも多い。 

 

① 保健室による身体の健康管理 

１. けが・疾病等への救急対応 

平成 18(2006)年度から、全教職員を対象に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、迅速に対応できるようにしている。 

２. 健康相談 

保健室で心身の健康全般に関する相談に応じている。学校医等と連絡をとり、対応して

いる。 

３. 学生の健康管理への意識高揚 

掲示等で季節ごとに注意を要する疾病・感染症等の情報を周知している。また、教育実

習や介護等実習を行う学生に対しては、実習が適切に実施されるよう個別に指導している。 

４. 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

20(2008)年度は全学生の 96％が受診した。過去 5 年間の受診状況は下表の通りである。 

 

【表 4-5 健康診断受診率】 

  2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

1 年生 98.4% 100.0% 98.9% 99.4% 98.9% 

2 年生 96.5% 97.9% 79.4% 93.8% 98.3% 

3 年生 87.8% 88.0% 90.2% 85.2% 84.2% 

4 年生 81.4% 88.0% 90.2% 85.2% 92.0% 

全体 90.9% 93.9% 86.0% 92.0% 95.7% 
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【表 4-6 健康診断内容】 

 健康診断項目 

1 年生 
身長・体重・視力・聴力・血圧・尿検査 

胸部 XP 撮影・内科診察・心電図 

2 年生 身長・体重・視力・尿検査 

3 年生 身長・体重・視力・尿検査 

4 年生 身長・体重・視力・尿検査・胸部 XP 撮影・内科診察 

教育実習生・介護等実習生 身長・体重・視力・尿検査・胸部 XP 撮影・内科診察 

 

定期健康診断の結果は全員に通知し、再検査や精密検査が必要な学生については、学校

医と連携して対応している。 

 

② 学生相談室による心の健康管理 

学生相談室は、精神科医師 1 人、看護師 1 人、心理カウンセラー1 人の 3 人の専門スタ

ッフと、必要に応じて学生部長と学生委員の教員が関って運営されている。 

毎週 1 回定期的に開室し、原則として予約制で心理カウンセラーが学生及び保護者、

学生指導に関する教員の相談に応じている。さらに精神科医師による相談日が毎月 1 回

設けられている他、本学専任職員である看護師が保健室に常駐し、健康相談及びインテ

ーク面接（悩みや相談内容を明確にするため 初に行われる面接）を保健室内の個室で

行っている。 

学生支援は心理カウンセリングや健康相談の面接に加え、通院治療を受けている学生

や休学直後の学生の適応支援も含まれる。スタッフの医師、看護師、カウンセラーは教

員や、学外医療機関、専門機関と連携して、より適切かつ有効に支援する体制を整えて

いる。 

平成 20(2008)年度の学生相談室利用状況は、次ページの通りである。 
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【図 4-3 学生相談室利用状況】 

 

 

③ ハラスメント防止 

音楽部門選出理事、学生部長、教学事務部長、総務部長及び部門の長が指名する教職員

若干名を構成員とする「ハラスメント防止委員会」を設置し、以下の事項を任務としてい

る。 

１．ハラスメントの防止に関する企画立案及びその実施               

２．ハラスメントに関する情報収集、啓発、相談、調査、苦情処理、予防、救済及び

勧告 

３．その他委員会設置の目的を達成するために必要とされる事項 

個々の事情により扱いが難しい場合が多いため窓口を特に指定していない。学生便覧

やパンフレットでは「話しやすい教員に相談することで学生委員会がハラスメントの事

実を確認した後、ハラスメント防止委員会が調査、防止、相談者の救済を行う」と呼び

かけ、ハラスメント対策を行っている。 

 

４－３－⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備されて

いるか。 

主に学生委員会による学生会との話し合いにより、学生の意見を汲み上げている。学生

委員会は必要に応じて学生会役員との会議を行い、年に数回は学生支援の窓口となってい

る教務課職員も交えて話し合っている。 

また、学生委員の担当者が寮生活を支援しており、毎月 1 回寮生が主催する会議に出席

し、助言を与える。寮生の要望を学生委員会の検討に付し、必要な場合は大学へ提言する。 
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(2) ４－３の自己評価 

・本学独自の奨学金である桐朋学園音楽部門奨学金、桐朋学園音楽部門特別奨学金、桐朋

学園音楽部門芸術教育整備・拡充資金及び奨学基金、「チェロアンサンブル・サイトウ」

奨学金、及び鍋島元子奨学金は給付制であり、学生の経済的負担を軽減している。学外

の奨学金を学内奨学金と併せて支援を受ける学生も少なくない。教務課がこれらの情報

提供や相談の窓口となり、細やかな学生支援を行っている。 

・学生サービスに対する学生の意見の収集は、主に学生会との話し合いによって行ってい

る。その意見の多くは本学の狭隘な環境に関わる内容である。平成 17(2005)年 3 月にレ

ッスン棟「アネックス」が竣工して、状況は若干改善された。 

・多くの学生が利用する学生相談室は学生支援機能を果たしている。また、マンツーマン

で音楽指導を行う実技担当教員が学生の相談にのる場合が多く、生活全般に渡る学生の

意見を汲み上げる機能を果たしている。 

・寮について 

寮は原則として寮生の自治により運営されている。学生委員会の管轄のもと、寮には住

み込みの管理人 2 人、警備員、用務員がいる。管理人は寮生を日常的にサポートし、寮

生の自治を支援している。また、用務員と共に建物・設備等の保守点検を行い、備品の

補充、施設修繕等を本学に報告し、必要な措置を講じている。警備員は寮敷地出入口の

他、夜間の周辺警備にもあたり、寮生の安全確保を行っている。 

寮は築 30 年を経過したため平成 14(2002)年に全面改修が行われ、一部 4 人部屋だった

居室を全て個室にし、シャワー室を新設した。さらに、共用部分だけにあった冷暖房施

設を全個室に備えた。 

・保健室について 

保健室と学生相談室との連携により健康相談、心的支援等の利用者数は年々増加してい

るが、「気分不良」や「何となく疲れて一人になりたい」等、来室理由が明瞭でないケ

ースが多い。身体面と精神面が複雑に連動しているため、時間をかけて学校医やカウン

セラーと連携し、細やかに対応している。 

また、身体面では麻しんや結核等の感染症予防指導や、演奏上の手指疾患（腱鞘炎等）

の相談・受診希望等も増加している。学校医の助言で手の外科専門医等を紹介している

が、 新の医療情報を保健室で把握しておく必要があり、看護スタッフの研修を行って

いる。 

・心的支援としての学生相談室について 

スタッフが密接に連携して、音楽大学という特殊な環境にある学生に適した心的支援の

ため様々に配慮している。精神科医スタッフのクリニックは大学近隣に位置し、緊急時

には敏速な連携が可能であり、専任看護師は精神科での臨床経験があるため心身両面の

相談に対応できる。精神科医、看護師、心理カウンセラーの三者が密接に連携しており、

学生を全面的に支援している。学生は青年期の発達課題に加えて音楽を専門とする若者

特有の様々な問題を抱えているため、スタッフはそうした事情への十分な理解が求めら

れる。カウンセラーは本学卒業生であり音楽教員経験者でもあるので、音楽大学生の問

題に適切に対応し、本学教員と綿密な連携を取っている。 
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(3) ４－３の改善・向上方策（将来計画） 

社会情勢を反映して、経済的支援を要する学生は増加する傾向にある。向学心に富む学

生を支援すべく、奨学金制度の一層の充実を図ってきた。平成 20(2008)年度は、新たに桐

朋学園音楽部門芸術教育整備・拡充資金及び奨学基金、「チェロアンサンブル・サイトウ」

奨学金が加わった。 

平成 22(2010)年度から着手を予定する校舎建て替えに学生の意見を反映させるため、学

生会との話し合いを実施した。建築には制約も多く、十分な広さの確保は容易ではないが、

学生生活に関わる環境を整える。 

・保健室について 

① 環境面の改善と充実 

校舎建て替えにおいて他大学の例も参考にして、プライバシーの確保がより可能な保

健室の場所や間取りを念頭に置き、早急に具体案を検討する。 

② スタッフ人数や救急時の対応等を見直す。 

③ 保健管理センターとして機能できる体制を構築する。 

・心的支援としての学生相談室について 

① 専用カウンセリングルームの設置等の環境を改善する。 

② 開室日数を段階的に増やし、常時開室とする。 

③ 常駐の専任カウンセラーを置く。 

④ キャリア支援体制を早急に整備する。 

⑤ 音楽大学生に相応しい充実した心的支援を行うため、他の音楽大学の相談室と積極

的に情報を交換する。 

⑥ 学内支援体制構築のため、学生及び教職員向けにメンタルヘルス関連を中心にした

講演会や勉強会を定期的に主催する。 

⑦ 音楽大学独自の環境や問題点を平明にまとめ、カウンセラー用の相談マニュアルを

作成する。 

 

４－４. 就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

４－４－① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。 

海外留学や大学院等への進学が増加する中、実技指導教員が学生の多様な進路の相談・

指導にあたっている。本学ではキャリア支援室は設けていないが、教務課と学生委員会主

催で就職セミナー等を開催している。 

就職状況は、平成 20(2008)年度卒業生 188 人のうち就職は 38 人、就職率は 20.2％であ

る。残る 150 人は卒業後も「科目等履修生」（研究生、ディプロマ・コース生）等として

さらに研鑚を重ねる学生が多い。 

【表 4-7 進学・就職状況】 

年度 卒業人数 進学 就職 就職率 

2008 年度 188 人 122 人 38 人 20％ 

2007 年度 193 人 102 人 35 人 18％ 
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2006 年度 191 人 86 人 31 人 16％ 

2005 年度 197 人 95 人 31 人 16％ 

2004 年度 189 人 78 人 19 人 10％ 

2003 年度 174 人 97 人 37 人 21％ 

2002 年度 190 人 77 人 31 人 16％ 

 

こうした現状の中、本学では近年、就職のためのセミナーを開催する回数を年 10 回程

度に拡大してきたが、まだ十分とは言えない。現在、就職説明会の開催と企業から送付さ

れる求人票を掲示等で公開するに留まっている。 

  なお、平成 21(2009)年度中にインターンシップ制度を採り入れ、音楽企業等への推薦を

計画中である。 

 

４－４－② キャリア教育のための支援体制が整備されているか。 

本学ではキャリア支援室を設けていないが、キャリア教育支援セミナーを開催している。

具体的には音楽キャリア教育専門家、音楽事務所、楽器店、自衛隊音楽隊等のセミナーで

ある。また、音楽大学である本学への様々な演奏依頼に応じ学生を演奏現場に派遣してい

ることは、修学の成果を学外で発表でき、プロの演奏活動を実体験できる貴重な機会とな

っている（別府アルゲリッチ音楽祭、調布市との「地域大学相互友好協力協定」による演

奏会、並びに病院等各種施設でのコンサートへの出演等）。 

なお、オーケストラ演奏会や合唱の夕べ等、全ての専攻カリキュラムに学外演奏会への

出演機会があり、年次試験が公共ホールで実施される専攻もある。このように各種コンサ

ートへ学生が参加することがキャリア教育支援の一助となっている。 

 

(2) ４－４の自己評価 

学外で多彩な演奏機会を提供していることは本学の特徴の一つである。教員及び学外演

奏家との共演も多く、学生が第一線で活躍する音楽家から音楽面のみならず音楽家として

必要なことを直に学ぶ好機となっている。 

マンツーマン指導を行う実技教員や授業担当教員が学生の進路に関する相談や助言を

技術・精神両面から行っているが、就職支援体制は十分とは言えない。音楽大学卒業生の

進路も多様化し、在学中から就職を志望する学生もいる。平成 20(2008)年度は 10 回の就

職説明会を行う等改善に努めているが、就職の相談窓口の設置等、支援体制の確立が必要

である。 

 

(3) ４－４の改善・向上方策（将来計画） 

音楽家に必要なことを学ぶ機会は本学で十分に提供しているが、現実的に日本社会での

音楽活動の場は十分であるとは言い難い。このように将来の見通しが立ちにくい状況は、

学生に不安を与えている面もある。本学が提供するキャリア教育が結実するためにも、演

奏・教育の場や就職先を拡大し、進路開拓のスキルを学生に身に付けさせる。 

近年の卒業生の進路状況を踏まえ、音楽家に限らず多方面への就職先を拡大するため、

進路指導・相談体制を確立する。 
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[基準４の自己評価] 

 本学のアドミッションポリシーは建学の精神・教育目的に即している。入学者選抜方針

やその方法は明確で適切に運用されており、十分な教育のために適正なクラス編成を実施

している。 

学生への支援体制は練習室の貸し出し・図書館の充実等整備され、適切に運営されてい

る。寮・奨学金制度・健康相談・心的支援・就職支援等、学生支援を一層充実させる必要

がある。 

  

[基準４の改善・向上方策（将来計画）] 

学生への様々な支援体制をさらに充実させる。学生からの意見は、アンケートの実施や、

学生委員会と学生会との対話をさらに増やす等によって積極的に汲み上げていく。 

卒業後の多様な状況を踏まえ、就職支援窓口の新設等を図る。 
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基準５. 教員 

  

５－１. 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

    

(1) 事実の説明（現状） 

５－１－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置さ

れているか。                                                    

本学の平成 21(2009)年 5 月 1 日現在の専任教員数（学長を除く。）は、次の通りである。 

 

【表 5-1 専任教員数】 

学部・学科 教授 准教授 専任講師 合計 

音楽学部音楽学科 44 人 16 人 2 人 62 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 12 人、「大学全体の収容定員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 22 人以上の専任教員数が必要とされており、本学では大学設置

基準の 2.8 倍の専任教員数を確保している。また、教授職は、大学設置基準で必要とされ

る 4 倍の人数を配置している。 

 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 5-2 部会・運営委員会一覧】に示す通り、専門教科ごとに区分された部会・

運営委員会制度によって配置されている。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。 

 

【表 5-2 部会・運営委員会一覧】 

部会 運営委員会 

ピアノ部会 

弦楽器部会 

管楽器・打楽器・ハープ部会 

声楽部会 

作曲理論部会 

音楽学・古楽器部会 

ソルフェージュ部会 

一般教育部会 

指揮運営委員会 

オーケストラ運営委員会 

室内楽運営委員会 

ディプロマ・コース運営委員会 

教育科目運営委員会 

 

 

また、本学では優れた音楽家を育成する実技教育（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。座学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等、学生の能力を十分
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に引き出す教育を行っている。そのため、専任教員 62 人に加え 280 人の兼任（非常勤）

教員を擁している。 

 

５－１－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスがとれているか。 

本学の専任教員の専門分野は、部会・運営委員会別に区分されている。各部会・運営委

員会の専任教員数と専攻学生数は、次の通りである。 

 

【表 5-3 部会・運営委員会別の専任教員数】 

部会・運営委員会 専任教員数

ピアノ部会 15 人 

弦楽器部会 11 人 

管楽器・打楽器・ハープ部会 7 人 

声楽部会 4 人 

作曲理論部会 5 人 

音楽学・古楽器部会 4 人 

ソルフェージュ部会 2 人 

一般教育部会 9 人 

指揮運営委員会 1 人 

オーケストラ運営委員会 2 人 

室内楽運営委員会 0 人 

ディプロマ・コース運営委員会 0 人 

教育科目運営委員会 2 人 

合計 62 人 

 

  【表 5-4 専攻別学生数と学生比率】 

区分 学生数 学生比率

ピアノ専攻生 360人   48％ 

弦楽器専攻生 185人   25％ 

管楽器専攻生 84人   11％ 

打楽器専攻生 18人    2％ 

ハープ専攻生 8人 1％ 

古楽器専攻生 8人 1％ 

声楽専攻生 54人 7％ 

作曲専攻生 22人 3％ 

指揮専攻生 1人 0％ 

音楽学専攻生 13人 2％ 

合計 753人 100％ 

 

部会・運営委員会別の教員構成は、専攻学生数に対応して、「ピアノ部会」及び「弦楽

器部会」で全専任教員数の 41.9％を占めている。 
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 「室内楽運営委員会」及び「ディプロマ・コース運営委員会」において当該運営委員会

を本務とする専任教員を配置していない。これは、両委員会が各専攻の複合的な要素を持

つ分野であることが理由である。部会がその専門教科の教員のみによって組織されている

ことに対し、運営委員会は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。 

 各運営委員会に派遣される教員の内訳は、次の通りである。 

 

【表 5-5 各運営委員会への派遣教員】 

運営委員会名 派遣教員の内訳 

指揮運営委員会 
弦楽器部会派遣委員 2 人 

管楽器・打楽器・ハープ部会派遣委員 2 人 

オーケストラ運営委員会 
弦楽器部会派遣委員 3 人 

管楽器・打楽器・ハープ部会派遣委員 3 人 

室内楽運営委員会 

ピアノ部会派遣委員 2 人 

弦楽器部会派遣委員 2 人 

管楽器・打楽器・ハープ部会派遣委員 2 人 

音楽学・古楽器部会派遣委員 1 人 

ディプロマ・コース運営委員会 

ピアノ部会派遣委員 2 人 

弦楽器部会派遣委員 2 人 

管楽器・打楽器・ハープ部会派遣委員 1 人 

声楽部会派遣委員 1 人 

作曲理論部会派遣委員 1 人 

音楽学・古楽器部会派遣委員 1 人 

ソルフェージュ部会派遣委員 1 人 

指揮運営委員会派遣委員 1 人 

教育科目運営委員会 

ピアノ部会派遣委員 1 人 

弦楽器部会派遣委員 1 人 

管楽器・打楽器・ハープ部会派遣委員 1 人 

声楽部会派遣委員 1 人 

作曲理論部会派遣委員 1 人 

音楽学・古楽器部会派遣委員 1 人 

ソルフェージュ部会派遣委員 1 人 

一般教育部会派遣委員 1 人 

指揮運営委員会派遣委員 1 人 

 

 【表 5-5 各運営委員会への派遣教員】に示される通り、「室内楽運営委員会」は 7 人、

「ディプロマ・コース運営委員会」は 10 人の派遣委員で構成されており、各専門教科の

見解を踏まえた運営が行えるように配慮されている。 

また、本学の専任教員の年齢構成は、次の通りである。 
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【表 5-6 専任教員の年齢層】 

70～66 歳 65～61 歳 60～56 歳 55～51 歳 50～46 歳 45～41 歳 

10 人 14 人 18 人 10 人 7 人 3 人 

40～36 歳 35～31 歳 30～26 歳

0 人 0 人 0 人 

 

 現在、40 歳以下の専任教員が不在となっており、高齢化が進んでいる。今後、若手の専

任教員の採用にあたっては、世代交代及び専門分野特有の事情も勘案し、 善の教育成果

が得られるように人事採用を行っていくことが確認されている。 

 兼任教員は前述の通り、本学では 280 人を配置している。これによって、マンツーマン

を基本とする実技教育と多彩な授業科目を開講することができ、きめ細やかで質の高い音

楽教育を実現している。 

 

(2) ５－１の自己評価 

 本学では、大学設置基準上で必要とされる 22 人の専任教員数に対し、2.8 倍の専任教員

数を確保している。62 人の専任教員（学長を除く。）の内訳は、【表 5-1 専任教員数】に

示す通り、教授が 71％とその大半を占めている。これは、本学の主体となる高度な音楽教

育を行うには、教員自身が音楽家として豊富な音楽活動を実践してきていることが必須の

要件だからである。これは自ずと専任教員の年齢層が高くなっていることにもつながって

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」

に基づき、専門分野別に区分された組織のもとに、各専攻学生数や当該部会・運営委員会

の開設する授業科目やその内容等を勘案した上で行っている。 

 また、本学は専攻実技教育を主体とした「マンツーマン教育」と、グレード制授業に象

徴される「少人数教育」を教育方針の根幹に置き、可能な限り学生の希望に沿って実技担

当教員を割り当てるため、多くの兼任教員を必要としている。 

きめ細やかな教育の継続と共に、特色ある多彩な授業を積極的に展開していくために、

今後も多くの兼任教員を配置することは不可欠である。 

 専任教員に関する大学設置基準上の問題は無いが、少子化に対応した段階的人員削減と

年齢構成及び配置のバランスについて具体案を策定する時期にきており、「音楽部門教職員

採用検討会議」を中心に議論を重ねている。 

 

(3) ５－１の改善・向上方策（将来計画） 

  専任教員の適切な配置のため、部会・運営委員会の現状に即した見直しと部会・運営委

員会の専任教員の適正人数を明確にする。専門分野別に区分された部会・運営委員会制度

は教育運営上の議論を深め、多くの教育的成果を上げる原動力となってきた。その一方で、

部会からの派遣委員で構成される運営委員会の構成員は他部会と兼務しているため、教育

運営のための十分な議論を尽くす時間が不足しがちな面もある。 

 この懸案事項を解消するため、平成 22(2010)年度から、「管楽器・打楽器・ハープ部会」

からの派遣教員数について、「指揮運営委員会」への派遣教員数を 1 人（現行 2 人）、「オ
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ーケストラ運営委員会」への派遣教員数を 2 人（現行 3 人）、「室内楽運営委員会」への派

遣教員数を 1 人（現行 2 人）に変更する。 

 また、専任教員数については、少子化に対応した段階的な人員削減を行う必要があるこ

とから、入学者数を 185 人と想定した場合に、教育運営に支障が生じないことを大前提と

して、平成 27(2015)年度に 56 人程度（大学設置基準上で必要とされる 2.5 倍程度の専任

教員数）まで削減していくことを計画する。学生への十全な教育研究経費を確保すること

を 優先して、学生数に見合った範囲内に人件費を削減していく。 

 

５－２. 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状）                      

５－２－① 教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。  

 少子化の影響を受けて、専任教員の採用方針は財政的要因に大きく左右されている。教

育運営に支障を来さないことを前提に作成された、平成 27(2015)年度までの収支見通しに

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上で、新規採用を行っている。 

昇任（昇格）については、「教授会人事委員会」に「教員業績評価に関する専門委員会」

と「昇格検討小委員会」の 2 つの小委員会を設置することにより、客観的な視点から昇任

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上、教授会人事委員会としての

結論を出している。 

 

５－２－② 教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されている

か。 

「桐朋学園音楽部門教職員採用検討会議規程」、「桐朋学園音楽部門専任教職員採用手続

に関する内規」及び「桐朋学園大学音楽学部教授会人事規程」に基づき、次の通り採用者

が決定される。 

 

①「音楽部門教職員採用検討会議」での審議（資格、身分、採用予定日及びそ

の他の条件を決定） 

↓ 

②「仙川キャンパス会議」で採用人数枠を決定 

↓ 

③「仙川キャンパス会議」での審議を経て、学長が教授会に選考を指示 

↓ 

④「教授会人事委員会」が「桐朋学園大学音楽学部教授会人事規程」に基づき、

部会または運営委員会及び「大学専任教員人事検討委員会」に、次の選考及

び専門に関わる適否の審議を要請 

  (1) 公募を原則とする。    

  (2) 応募者が複数であることを原則とする。 

   (3) 書類審査、演奏審査（音源審査を含む）、面接審査等の諸審査を入念に行
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う。 

↓ 

⑤「大学専任教員人事検討委員会」が、採用候補者を「教授会人事委員会」に

報告 

↓ 

⑥「教授会人事委員会」の審議で過半数の賛成が得られた場合、学長が当該候

補者の採用に関する審議を教授会に要請 

↓ 

⑦ 教授会での告知期間を経た上で、採用者を審議決定 

                                                        

また、昇任については、「桐朋学園大学音楽学部教授会人事規程」に基づき、専任教員

の昇格人事を次の通り審議している。 

 

 

①「教授会人事委員会」において、「教員業績評価に関する専門委員会」の報告

について審議し、昇格候補者を選考する。 

↓ 

②「昇格検討小委員会」を組織し、上記①で選考された昇格候補者の教育活動、

研究活動及びその他の活動について専門的見地から詳しく審議し、「教授会人

事委員会」に人事報告書を提出 

↓ 

③「教授会人事委員会」で承認された昇格人事案件について、学長が教授会に

審議を要請 

↓ 

④ 教授会での告知期間を経た上で、昇格人事を審議決定 

 

 

(2) ５－２の自己評価                        

  教員の採用・昇任の方針に基づく規程が整備されており、当該事項を審議する複数の会

議体において、採用・昇任の方針に基づいた審議が行われている。 

教員の採用については、教育的見地と経営的見地の両面からバランスが取れた審議が行

える体制が整っており、明確な中期計画を策定して、厳しい社会情勢に対応した採用人事

が行えるようになっている。 

教員の昇任については、審議過程の形骸化を防ぐために、客観的見地と専門的見地の両

面から公平性のある検討が行えるシステムを構築している。 

採用・昇任のいずれも、「教授会人事委員会」の審議を経た上で、教授会に上程する仕

組みになっており、厳正な審議結果を導き出せるように、教授会で審議決定される前に約

1 カ月間の告知期間を設けている。 
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(3) ５－２の改善・向上方策（将来計画）    

 充実した音楽教育の展開には優秀な教員の確保が重要となるため、教員の採用にあたっ

ては、明確な方針に基づいて慎重に選考することが肝要となる。 

 本学の部会・運営委員会制度は、教育運営上の中核を担っている組織である。少子化に

代表される厳しい社会環境に対応した教員人事を断行していくためには、この部会・運営

委員会制度の長所を十分に活用しつつも、現在の部会・運営委員会の視点による人事発議

の在り方を見直し、人事発議の段階から全学的な視点での検討を加えられる制度に改める。 

 

５－３. 教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援する

体制が整備されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状）  

５－３－① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分されている

か。 

本学の授業形態は次の２つに大別される。 

① 座学系 

講義や演習等の座学系の授業（ソルフェージュ、体育実技を含む）は 1 コマを 90 分と

して、月曜から金曜までは午前 2 コマ・午後 3 コマ、土曜は午前 2 コマ、午後 1 コマの計

28 コマが置かれている。 

 

② 実技系 

専攻実技レッスンは１コマ 60 分と定められており、担当教員が学生と相談し、時間帯

が設定される。 

 教員には、座学系授業のみ担当、実技レッスンのみ担当、授業とレッスンの両方を担当

の３種類があり、平均担当時間数は以下の通りである。（90 分１コマを２時間と換算する） 

【表 5-7 平均担当時間数】 

 教授（学長を含む） 准教授 専任講師 

座学系 9 人  

8.66(5.83)時間 

3 人 

10.50(5.5) 時間 

1 人 

3.00(0) 時間 

レッスン 22 人 

19.96(14.44) 時間 

5 人 

14.07(10.63) 時間 

1 人 

17.83(12.33) 時間 

座学系とレッスン 14 人 

14.86(12.59) 時間 

8 人 

13.28(10.69) 時間 

 

  ( )の中は大学の担当時間 

 

 専任教員の週当たりの基準担当時間は 7 コマ（14 時間、高校・科目等履修生担当時間数

を含む）である。教員の担当時間数は概ね適切な範囲であるが、実技担当教員の担当時間

数にある程度ばらつきが見られるのが現状である。しかし、学生からの実技指導希望を

優先して担当者を決めてきたことにより、基準時間を超える教員が熱意を持って教育し、

成果を上げていることも現状である。 
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５－３－② 教員の教育研究活動を支援するために、ＴＡ(Teaching Assistant)・ＲＡ

(Research Assistant)等が適切に活用されているか。 

本学は大学院を設置していないため、大学院生が学部の授業・研究をアシストする TA

制度・RA 制度はない。 

 

５－３－③ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が、適切に配分されているか。 

 本学では教員の専門領域における日常的な研究活動に対して「一般研究費」（専任教員 1

人当たり年間 10 万円を上限とする）が支給されている。また、一般研究費とは別に研究

活動を奨励するため、規程に基づき「演奏・発表」、「通訳・翻訳・解説等の原稿執筆」等

にも手当が支給される。 

さらに海外で研修を行うことを目的とした「海外研修制度」があり、規程に基づいて研

究費が支給されている他、海外で開催される演奏会、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」の制度も有している。 

 

(2) ５－３の自己評価  

「海外研修制度」及び「特別研究費」は有益な制度であり、西洋音楽の研究において著

しい成果を上げている。教員であり演奏家あるいは作曲家、研究者でもある本学教員が何

らかの発表を行う経費を研究費として認め、一部が補助される規程を有することは評価で

きる。 

 

(3) ５－３の改善・向上方策（将来計画） 

学生の実技担当者希望を優先しているため実技担当教員の時間数にばらつきがあるが、

年度初めの調整に努める。また、より高度な専門性を確保する教育環境の整備や、専門枠

を超えたカリキュラムを提供し続ける。 

教員の教育研究活動の支援のため、TA、RA とは違う、実技アシスタント制度を検討す

る。 

本学が管理する研究基金、専攻の枠を超えた「共同研究」への研究費等の創設を検討す

る。また、海外研修制度に加えて、演奏・創作・研究のための国内研修制度を設けて教育

研究活動支援体制を構築する。 

 

５－４. 教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。 

 

(1) 事実の説明（現状）  

５－４－① 教育研究活動の向上のために、ＦＤ等組織的な取組みが適切になされているか。 

・ 「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。 

・実技系授業・レッスン内容の向上を目的として、国内外の一流音楽家による「特別レッ

スン（公開授業）」を各専攻が年に数多く実施している（表 5-8 を参照）。平成 20(2008)

年度は次ページの通りであり、多くの教員が参観してレッスン向上の参考にしている。

この他合宿方式で集中的に行われる「室内楽特別講座」、「ピアノマスタークラス」も挙

げられる。 
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【表 5-8 特別レッスン（公開授業）】 

アクセル・マウクナー 前ドイツ・オペラ・ベルリン管弦楽団 首席トロンボーン

奏者 

アレキサンダー・バーダー ベルリン・フィル クラリネット奏者 

アンドレアス・ブラウ ベルリン・フィル 首席フルート奏者 

ウィレム・ブロンズ ピアニスト 

エリッヒ・アンドレアス ベルリン芸術大学ピアノ科名誉教授 

エルネスト・オッテンザマー ウィーンフィルクラリネット首席奏者 

エンマ・フェランド マンチェスターロイヤルノーザンカレッジ チェロ講師 

カヅミエツ・ギエルジョード ポーランド・ショパン協会会長 

クシシュトフ・ヤブウォンスキー ワルシャワショパン音楽院教授 

クライヴ・グリーンスミス 東京クァルテット チェロ奏者 

クラウス・ヘルヴィッヒ ベルリン芸術大学教授 

クロード・ドゥラングル パリ国立高等音楽院サクソフォーン科教授 

サボイシュ・ツェンプレーニ バンベルク交響楽団ソロホルン奏者 

ザハール・ブロン ケルン音楽大学、チューリッヒ、マドリード音楽大学教授

シュテファン・シュヴァイゲルト ベルリン・フィル団員 

ジャン・ジョフロイ フランス国立リヨン高等音楽院教授 

ジャン＝マリー・コテ パリ国立地方音楽院教授 

ステファノ・ジェルバゾーニ パリ国立高等音楽院教授 

セルゲイ・クドリャコフ モスクワ音楽院教授 

タイネルト・マルクス マンハイム音楽大学講師 

ダニエル・アドニ ピアニスト 

ディーナ・ヨッフェ ピアニスト 

ドロン・ナボン フェルデンクライス研究センター所長 

ニーナ・レルチュク ピアニスト 

パスカル・ドゥヴァイヨン ベルリン芸術大学教授 

パトリス・フォンタナローザ パリ国立高等音楽院教授 

フェデリーユ・アゴスティーニ インディアナ大学教授 

フリッツ・ドレシャル ウィーンフィル チェロ奏者 

マーティン・ビーヴァー 東京クァルテット 第 1 ヴァイオリン奏者 

ミハエル・ヴォスクレセンスキー モスクワ音楽院教授 

ヤール・クレス  マンチェスター音楽大学教授 

ライナー・ゼーガース ベルリン・フィル首席ティンパニスト／ハンス・アイスラ

ー音楽大学教授 

ローレンス・ハースト インディアナ大学教授 
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・音楽学・古楽器部会（音楽史系科目担当）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、年間を通して設定された

テーマに即して教員が発表し、討論を行う。 

これはまた、新任の非常勤講師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、関心のある者は誰でも参加が可能である。本学教員の他、他大学

の著名な教授等を招いて発表者とすることもあり、様々な専門家の研究に触れられる機

会となっている。平成 19(2007)年度は 6 回実施された本ゼミでの活発なディスカッショ

ンにより、学生のみならず教員も大きな刺激を受けている。 

・教員相互の研鑚の場として、作曲教員の作品を実技教員が演奏する「ファカルティ・コ

ンサート」を開催している。また、平成 19(2007)年度から教育方法の研究・工夫の実践

的プログラムとして新たに「作曲専攻教育支援プログラム」を開始した。    

 

５－４－② 教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運用され

ているか。 

・平成 19(2007)･20(2008)年度に授業ごと・レッスンごとの「学生による授業・レッスン

評価アンケート」を実施した。 

・本学教員の教育研究活動を奨励する目的で、「学校法人桐朋学園生江義男先生記念教育研

究基金規程」に基づいた研究奨励賞「生江賞」の候補者を選考している。 

これは前年度までの数年間に専門分野で優れた業績を上げた者に贈られる賞であり、教

員の教育研究活動を奨励・評価するものである。学長が主任会議に候補者選考を要請し、

主任会議は候補者選定の審議結果を学長に報告し、決定される。候補者は理事会の承認

を経て、正式に「生江賞」受賞者となる。 

近年の受賞者は以下の通りである。 

 【表 5-9 生江賞受賞者】 

2008 年度 大崎 滋生教授（音楽学・古楽器部会） 

2007 年度 倉田 澄子教授（弦楽器部会） 

2006 年度 安倍 圭子教授（管楽器・打楽器・ハープ部会）

2005 年度 木村 俊光教授（声楽部会） 

2004 年度 林  秀光教授（ピアノ部会） 

 

(2) ５－４の自己評価                        

・平成 21(2009)年度４月からファカルティ・ディベロップメント委員会を設置し、FD に

関する検討を行っている。FD の視点から、専攻実技の数多くの公開レッスン、音楽学・

古楽器部会の「合同ゼミナール」、作曲理論部会による「ファカルティ・コンサート」「作

曲専攻教育支援プログラム」等の企画は評価できる。 

・学生アンケートを平成 19(2007)･20(2008)年度に実施し、結果を精査して教員の教育研

究活動に活用している。 

・「生江賞」は毎年受賞者を輩出しており、教員の教育研究を奨励する目的が達成されてい

る。 
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(3) ５－４の改善・向上方策（将来計画） 

全教員・全科目対象の学生アンケートを毎年度実施し、授業の改善に努める。アンケー

ト結果を教員に開示し、授業・レッスン、学校運営等に問題がある場合は各会議体で改善

案を策定する。 

教員相互の評価は直接には行っていないが、公開レッスン、合同ゼミナール、ファカル

ティ・コンサート等の企画を維持し、ファカルティ・ディベロップメント委員会において

その質的充実を図る。 

 

[基準５の自己評価] 

本学では教育課程の運営に必要な教員が適切に配置されている。教員の採用・昇格等の

人事も、教授会の議決の下、公正かつ民主的に行っている。 

教員の担当時間数は概ね適切である。「実技教員選択の自由」という本学の特色上、実

技担当教員間でのある程度のばらつきが見られる。 

 

[基準５の改善・向上方策（将来計画）] 

質の高い教育を行うため、教員の担当時間及び研究時間等について議論を深める。また、

授業・レッスン等の質的向上のため、学生アンケートに基づく授業評価、教員評価、その

フィードバックの仕組みを整える。 
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基準６. 職員 

 

６－１. 職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適

切に運営されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

６－１－① 大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されているか。 

職員の組織編制に関する事項は、「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」に定められている。 

  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」及び「音楽部門」の

3 部門に分け、部門別に運営を行う制度を取り入れている。「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」、「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」及び「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に組織編制されている。 

「音楽部門」のキャンパスは、「仙川キャンパス」（東京都調布市）と「富山キャンパス」

（富山県富山市）の 2 カ所にあり、本学は仙川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・機関別の独自性

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。 

次ページの【図 6-1 桐朋学園音楽部門事務局組織図】に示す通り、事務局長の下に「総

務部」、「財務部」、「教学事務部」、「図書館事務部」及び「富山キャンパス事務部」の 5 部

と、事務局長が直轄する「音楽教室課」を含めて、10 課の事務組織が設置されており、富

山キャンパス事務部を除く 4 部が本学の事務に携わっている。また、「仙川キャンパス」

における本学と「桐朋女子高等学校音楽科」との一貫教育にも配慮した人員配置が行われ

ている。 

  「仙川キャンパス」に関する各部の専任職員数は、【表 6-1 仙川キャンパスの専任職員

数】に示す通りである。新規採用がままならない厳しい財政状況の中、可能な限り、人的

資源を教育支援に多く割り振っている。 

 

【表 6-1 仙川キャンパスの専任職員数】 

区分 部長職 課長職 課員 部署合計 比率 

総務部 1 人 1 人 2 人 4 人 15.4％

財務部 1 人 1 人 2 人 4 人 15.4％

教学事務部 1 人 2 人 7 人 10 人 38.5％

図書館事務部 1 人 2 人 5 人 8 人 30.8％

  

 

 



桐朋学園大学 

 - 64 -

【図 6-1 桐朋学園音楽部門事務局組織図】 

 

                              総務課 
 
            富山キャンパス事務部        教学課 
 
                              演奏課 
 
            総務部               総務課 
 
            財務部               財務課 
 
  事務局長                        音楽教室課 
 
                              教務課 
            教学事務部              
                              演奏課 
 
                              情報管理課 
            図書館事務部             
                              情報サービス課 

 

 

６－１－② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。 

職員の採用計画は、長期的な収支見通し、年齢構成等を勘案して作成された年度ごとの

職員数を基本として立案される。職員の採用にあたっては、可能な限り職員の年齢層に配

慮しながら、広範囲に求人情報を提供して、公正な採用を行っている。 

具体的には、新聞求人欄及び本学ホームページに求人情報を掲載することにより、広範

囲に希望者を募り、選考にあたっては、書類審査の後、筆記試験及び数回に渡る面接試験

を行っている。筆記試験の結果や学業成績、職務経験等は参考資料とする程度に留め、面

接試験を通じて確認した応募者の教養と人間性を重要視する採用方針のもとで、厳正に採

用候補者を決定している。                 

  職員の昇任については、年齢や勤続年数によることなく、日常業務の遂行能力、判断力、

管理職としての適性、及び各部署のバランスを考慮した上で決定している。 

異動については、「事務局長・部長会議」において、各部長から部署ごとの現状及び問

題点について意見を聴取した上で、中長期的な展望に立って行うことを基本方針に据えて

いる。 

 

６－１－③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用され

ているか。                                                    

 職員の採用・昇任・異動は、次の通り、規程に基づいて行われている。 

 

① 採用 

 「桐朋学園音楽部門就業規則」及び「桐朋学園音楽部門専任教職員採用手続に関する内規」

に則り、次の手順で採用手続が行われている。 
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①「桐朋学園音楽部門教職員採用検討会議」において、採用すべき員数を審議 

                             ↓ 

②「桐朋学園音楽部門仙川キャンパス会議」において、採用枠を審議 

                             ↓ 

③上記②の承認を経て、事務局長が「事務局長・部長会議」に選考を指示 

                             ↓ 

④公募により募集し、書類審査・筆記試験・面接試験を実施 

                             ↓ 

⑤採用試験の結果に基づき、理事長の承認を得て、学長が採用者を決定し、3

カ月間の条件付任用期間（試用期間）を設けた後、正式に採用 

 

② 昇任 

  事務局役職者の任免は、「桐朋学園音楽部門事務局運営要綱」に基づいて行われている。

事務局長については、選出理事が事務局長の職に適している職員を学長に申し出て、学長

が決定する。 

  また、選出理事が各部署の問題点、修正すべき課題等の現状を踏まえ、事務局長の同意

を得て、学長に具申することにより、学長が部長・部長補佐・課長・課長補佐等の役職者

を決定する。 

 

③ 異動 

  職員の異動は、「桐朋学園音楽部門就業規則」第 43 条に規定されている。具体的には、

事務局長が主宰する「事務局長・部長会議」において、各部署の職員の適性、能力の把握

及び部署別の問題点、課題、将来計画等を検討し、人事異動の原案を作成して、事務局長

と選出理事が合議の上、学長に決裁を求めている。 

 

(2) ６－１の自己評価 

  職員組織は、教育支援に比重を置き、できる限り 小限の職員数で効率的な事務組織を

編成することを念頭に、近年、【表 6-2 事務局改組の経緯】に示す通り、事務組織の統合

を中心とした改革を行ってきた。 

【表 6-2 事務局改組の経緯】 

 

 

2005 年度 ①人事課と総務課を「総務課」に統合し、「総務部」を 1 部 1 課体制に移行

②音楽教室の授業料等徴収業務の外部委託化を実施 

③「図書館事務部」の閲覧業務の外部委託化を実施 

2006 年度 ①会計課と管財課を「財務課」に統合し、「財務部」を 1 部 1 課体制に移行

②教務課と学生課を「教務課」に統合 

2008 年度 ①「教学事務部」の管轄下にあった「音楽教室課」を事務局長の直轄組織

に移行 

②音楽教室の広報業務等の外部委託化を実施 
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現在、仙川キャンパスに配属されている専任職員数は、事務局長を含めて、総勢 28 人

である。高等学校担当者（5 人）と音楽教室担当者（1 人）を除くと、本学に係る専任職

員数は、22 人となる。近年、実施してきた事務局の改革は、少子化に代表される厳しい

社会情勢の中、財政上の負担を軽減すべく 小限の人員で事務局を運営していくという

方針のもとに行ってきた。課単位の組織を統合していくことにより、組織の単純化とス

ケールメリットの享受を図り、課という組織の名目のもとに分断されてきた業務をつな

げていくことを目標に実施してきた。また、外部委託が可能なものについては、順次進

めており、少人数で運営できる事務局の体制を構築すべく見直しを進めている。 

職員の採用・昇任・異動については、小規模組織に適応した方針のもと、規程に基づき、

適切に運営されている。  

 

(3) ６－１の改善・向上方策（将来計画） 

 厳しい財政状況に対応すべく策定された中期計画には、仙川キャンパスの専任職員数を

27 人として運営することが盛り込まれている。部署によっては、人員削減が既に限界に達

している中、専任職員の意識改革と能力開発が必要である。具体的な方策としては、部署

間及び職員間に生じている業務量の平準化に向けた取組みを行うと共に、外部委託化を推

進する。 

 

６－２. 職員の資質・能力の向上のための取組み（SD 等）がなされていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

６－２－① 職員の資質・能力の向上のための研修、SD 等の取組みが適切になされている

か。 

本学では、「桐朋学園音楽部門専任教職員出張（旅費）規程」及び「桐朋学園音楽部門

専任事務職員研修基準」に則り、資質・能力の向上のために、職員に積極的に研修を受け

ることを奨励している。 

各部署において、次年度予算申請時に職員の研修費を計上し、承認された予算内であれ

ば、所属長の許可を得て研修を受けることができる。 

また、関係団体が主催する担当業務に関わる研修会には、出席することを推奨している。 

平成 20(2008)年度に職員が出席した研修会は、次の通りである。 

 

【表 6-3 職員が出席した研修会】 

名称 主催者 出席部署等 

私大協会関東地区連絡協議会 私大協会 事務局長 

学校法人におけるリスクマネジメントセミナー 私学経営研究会 事務局長 

学校法人の運営等に関する協議会 文部科学省 事務局長 

学校法人会計基準研修会 東京都 事務局長 

私学共済事務担当者研修会 私学事業団 総務部 

私立大学等経常費補助金事務担当者研修会（入

門者編） 
私学事業団 

総務部 

財務部 
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私立大学等経常費補助金事務担当者研修会（経

験者編） 
私学事業団 

総務部 

財務部 

大学経理部課長相当者研修会 私大協会 財務部 

オープンハウス：次世代学術コンテンツ基盤ワ

ークショップ「次世代の目録所在情報サービス

を考える」 

国立情報学研究所 図書館事務部

大図研オープンカレッジ「ラーニング・コモン

ズ：学びの場の新しいカタチ」 

大学図書館問題研究

会 

図書館事務部

研修セミナー：「大学図書館の学習・教育支援」 東京西地区大学図書

館相互協力連絡会 

図書館事務部

東地区部会研究部研修会：図書館評価「図書館

サービスを自己満足で終わらせないために」 
私立大学図書館協会 

図書館事務部

トークライブ：「きっかけは一冊の本～本と学生

と図書館と～」 
和光大学図書館 

図書館事務部

 

(2) ６－２の自己評価  

 職員の資質・能力の向上のための取組みは、【表 6-3 職員が出席した研修会】に示され

るように、関係団体が主催する学外研修会を受講することが代表事例となっており、職員

が研修会を受講する環境は、規程上でも整備されている。  

 しかし、日常業務で精一杯で各自の業務に関連した文部科学省の事務説明会等に出席す

ることに終始し、研修会に参加できない職員もいる。 

  このことから、職員の自発的な意志と学外で行われる研修会に頼るだけでなく、学内的

にも職員の資質の向上を促進すべく、毎年、勤続年数 3 年未満の職員及び希望者に事務局

長が主催する研修会を実施している。大学の専任職員としての基礎的な知識を早期に習得

させることを念頭に、職員としての基盤作りに重点を置いた取組みが行われている。 

                                

(3) ６－２の改善・向上方策（将来計画）    

  職員の資質・能力の向上には、各自が常に向上心を持って日常業務にあたることが不可

欠である。規程で定められている制度を十分に活用し、職員が率先して研修に励むことを

推奨すると共に、組織的な取組みを推進していく。 

 

６－３. 大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

６－３－① 教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。  

 本学は、学部長、教務部長及び図書館長等の指示に対して、統一した教育研究支援事務

が遂行できるように、事務局内に「教学事務部」と「図書館事務部」を設置している。 

「教学事務部」は、学務全般が一体となった事務体制に改組することにより、入学から

卒業にいたるまでの教育支援を行う部署として一本化されている。また、研究費や研究紀

要に係る事項は「総務部」が管轄しており、教育研究支援の事務作業を分担している。 
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「図書館事務部」は、音楽大学に特化した図書資料の収集に努めると共に、書庫を除く

図書館面積が約 300 ㎡と施設面で抱える問題点を補うため、インターネットを活用した積

極的なサービスを提供すると共に、教員室や各研究室に 1 日 4 回の定期的なデリバリーサ

ービスを実施する等、施設面での問題を補完できるように、充実した音楽資料の収集とサ

ービス面の強化を行っている。  

                                                                               

(2) ６－３の自己評価                        

  教育研究支援においては、職員が教員と学生の要求を十分に把握する必要がある。本学

の様々な会議体において教育研究に関する審議が行われているが、ほとんどの会議に事務

担当者の出席が義務付けられており、出席して意見を述べている。 

 教育研究支援の事務体制は、部・課単位で担当業務が明確になっており、規程に則り、

適切に機能している。 

                                              

(3) ６－３の改善・向上方策（将来計画）    

 職員の配属先は、管理運営系と教学系とに大別されるが、本学のような小規模大学・少

人数事務局の場合、全職員が教員と学生をサポートすることを 優先に考えるように意識

改革を行う。 

 教育研究支援の事務体制は、組織上では明確に構築されているが、研修等の機会を通し

て職員の能力を向上させると共に、本学に必要な情報を取捨選択できる判断力を育成し、

教育研究支援に資する情報提供を一人ひとりの事務担当者が行えるようにする。 

 

［基準６の自己評価］ 

 職員の組織編制については、教育支援に人員を割り振るように配慮されている。職員の

採用・昇任・異動については、定期的・周期的な人事は行わず、小規模組織に適した視点

に立ち、各部署の現状を勘案した上で行うことを基本方針としている。 

職員の資質・能力の向上のための取組みについては、関係規程が整備されており、職員

の自発的意志を尊重した取組みが行えるようになっている。 

教育研究支援のための事務体制は、規程に則り、部・課を単位とした事務分掌が明確に 

されていると共に、事務の視点からも意見が述べられるように制度化されている。 

 

［基準６の改善・向上方策（将来計画）］       

 現在の社会環境を踏まえ、学生数の減少を前提とした中期計画を策定している。職員の

人員配置については、近年、職員数を可能な限り削減する方針のもとに、新規採用の抑制

と事務組織の改革を行ってきた。 

今後は、職員の世代交代も含めて、仙川キャンパスの専任職員数を 27 人とする基本方

針のもと、職員の研修支援をさらに推進して業務効率を高めていくと共に、高度な専門性

を持った職員を育成していく。 
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基準７. 管理運営 

 

７－１. 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されて

おり、適切に機能していること。 

    

(1) 事実の説明（現状） 

７－１－① 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備され、

適切に機能しているか。                                     

 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。 

本学は、「音楽部門」に所属しており、その管理運営体制は、本学の教学的事項に関す

る決議機関である教授会と並列的な位置付けで、本学の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

ていることを意味する。 

 また、本学の意思決定は、教授会または「仙川キャンパス会議」において審議決定され

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への

諮問を経て、理事会において 終決定される。 

設置者の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扱う議案を

始め、各部門で検討されている様々な懸案事項を、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。 

さらに、「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上で、「音楽部門」としての意思決定が行われる際に反映する

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、 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。 

  本学及び法人としての管理運営体制を図で表すと【図 7-1 管理運営体制に関する組織

図】となり、それぞれの組織としての役割が規程に明確に定められ、有機的に結びついて

いる。 
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【図 7-1 管理運営体制に関する組織図】 

 

                       

評議員会

 

監事 

 

 

 

 

 

 

 

 

教授会 

（教学に関する審議） 

仙川キャンパス会議 

（経営に関する審議） 

 

① 理事会 

・学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する 高意思決定機関である。 

・理事会の開催並びに構成員は、次の通り「学校法人桐朋学園寄附行為」に定められ、

現在は、理事 14 人・監事 3 人で構成されている。 

 

理事長 

理事会 

法人運営審議会 

音楽部門全体会議 
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② 評議員会 

・理事会が学校法人の業務を決定する際、それが適切かを判断して的確な意見を述べる

と共に、幅広い意見を管理運営に反映させることにより、学校法人の公共性を高める

ことを目的とする諮問機関である。 

・評議員会は現在、35 人の評議員で構成され、諮問事項及び意見具申等は、次の通り「学

校法人桐朋学園寄附行為」に定められている。 

｛学校法人桐朋学園寄附行為（抜粋）｝ 

 （理事会） 

第6条  この法人に理事をもって組織する理事会を置く。 

2 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。 

3 理事会は、理事長が招集する。 

4 理事会を招集するには理事長において、各理事に対して、7日前までに日時、場

所及び会議に付議すべき事項を示して文書をもって通知しなければならない。 

5 理事会において、あらかじめ会議に付議すべき事項として示されなかった事項に

ついては、議決することができない。但し、緊急の場合はこの限りではない。 

6 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

7 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理

事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを

招集しなければならない。 

8 理事長が前項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連

名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席し

た理事の互選によって定める。 

9 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決す

ることができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示した

者は、出席とみなす。 

10 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、

出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 前項の場合において、議長は理事として議決に加わることができない。 

12 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加

わることができない。 

13 理事会の円滑な運営を図るため、理事会に運営審議会を置くことができる。 
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③ 法人運営審議会 

 ・理事会の円滑な運営を図ることを目的とする機関である。 

・「法人運営審議会」の構成員及び審議事項は、次の通り「学校法人桐朋学園運営審議会

規程」に定められている。 

 

｛学校法人桐朋学園運営審議会規程（抜粋）｝        

第2条  法人運営審議会は、次の者をもって構成する。 

(1) 理事長 

(2) 寄附行為第10条第1項第1号及び第2号に定める理事（※） 

(3) 理事会の指名する理事 

(4) 法人本部事務局長 

第5条 法人運営審議会は、次の事項について審議し決定する。 

(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 

2 前項の決定事項に関しては、理事会に報告するものとする。 

※「寄附行為第 10 条第 1 項第 1 号」は、「男子部門」、「女子部門」、「音楽部門」の各 

学校の長のうちから、理事会において選任された者各 1 人のことをいう。 

   「寄附行為第 10 条第 1 項第 2 号」は、「男子部門」、「女子部門」、「音楽部門」の教 

｛学校法人桐朋学園寄附行為（抜粋）｝  

 （諮問事項） 

第18条 次に掲げる事項は、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。 

(1) 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）、

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 

 

 （評議員会の意見具申等） 

第 19 条  評議員会は、この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。 
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職員のうちから、理事会において選任された者各 1 人のことをいう。 

 

④ 音楽部門全体会議 

・「音楽部門」全体に関わる重要な意思を理事会に上程する決議機関であり、「仙川キャ

ンパス会議構成員」及び「富山キャンパス会議構成員」で構成される。 

・「桐朋学園音楽部門運営大綱」において、理事会に上程する議案は各キャンパス単位で

の議決が必要と規定されているため、本学からの理事会上程議案については「仙川キ

ャンパス会議」において、「音楽部門」としての意思決定が行われている。 

 

⑤ 仙川キャンパス会議 

 ・本学が属する「仙川キャンパス」の管理運営に関わる重要事項について、「音楽部門」

として 終意思決定を行う機関である。その構成員及び審議事項は、次の通り「桐朋学

園音楽部門仙川キャンパス会議規程」に定められている。 

 

｛桐朋学園音楽部門仙川キャンパス会議規程（抜粋）｝     

 （構成） 

第2条 会議は、次の各号に掲げる者によって構成される。 

(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。）      

 

 （審議事項） 

第7条 会議は、次の事項を審議決定する。  

(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 

 

 附則 

3 第 2 条第 5 号の者については、当分の間、オブザーバーとする。 

 

７－１－② 管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されているか。  

管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程は、次の通り「学校法人桐朋学園寄

附行為」及び「学校法人桐朋学園寄附行為施行細則」に明示されている。 
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｛学校法人桐朋学園寄附行為（抜粋）｝  

 （役員） 

第5条 この法人には、次の定数の役員を置く。 

(1) 理事13名以上15名以内 

(2) 監事2名以上4名以内 

2  理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長

の職を解任するときも、同様とする。 

 

 （理事の選任） 

第10条 理事となるものは、次の各号に掲げる者について、理事長が委嘱する。 

(1) 第4条第2項に掲げる男子部門、女子部門、音楽部門の各学校の長のうちから、

理事会において選任された者各1名 

(2) 第4条第2項に掲げる男子部門、女子部門、音楽部門の教職員のうちから、理事

会において選任された者各1名                              

(3) 評議員のうちから理事会において選任された者3名 

(4) 学識経験者のうちから理事会において選任された者4名以上6名以内     

2 前項第1号、第2号及び第3号に規定する理事は、学校の長、教職員及び評議員の

職を退いたときは、その職を失うものとする。 

 

 （監事の選任及び職務） 

第11条 監事は、この法人の理事、職員（学長（校長）、教員その他の職員を含む。

以下同じ。）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。 

 

 （評議員の選任） 

第21条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) この法人の職員のうちから、理事会において選任された者13名 

(2) この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上の者のうちから、理事会

において選任された者3名 

(3) 第10条第3号による理事を除く他の理事10名以上12名以内 

(4) 学識経験者のうちから、理事会において選任された者8名以上9名以内 

2  前項第1号及び第3号に規定する評議員は、職員又は理事の地位を退いたときは

評議員の職を失うものとする。 

 

｛学校法人桐朋学園寄附行為施行細則（抜粋）｝ 

第3条 寄附行為第21条第1項第1号で選任される評議員は、男子部門、女子部門、

音楽部門の教職員から各4名、法人本部から1名とする。 

第6条 本学園の学長、校長及び園長は理事会において選任し、当該教授会、教職

員会の同意を得るものとする。学長、校長及び園長の任期は三ケ年とする。ただ

し、再任を妨げない。 
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(2) ７－１の自己評価 

 「学校法人桐朋学園寄附行為施行細則」第２条に、「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、建学の精神を踏まえ、学園の運営にあたるも

のとする」と示されている。この条文に基づき、本法人は、部門単位に強固な管理運営体

制が整備されている。現場を尊重する基本方針の下に、法人全体としての管理体制と部門

単位の管理体制とが有機的に結びつき、教学的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。 

また、各学校の設立経緯を踏まえて、学校群は部門別に統括されており、「音楽部門」

では、音楽教育に特化した幼児から大学院生までの一貫した専門教育を円滑に行う教育シ

ステムが整っている。 

 予算については、各部門から提出された予算案が評議員会及び理事会で審議され、各部

門の特色ある教育方針に沿って編成されている。また、「法人運営審議会」において、各部

門の実状に照らした詳細な検討と必要な調整が行われ、評議員会及び理事会では論点が整

理された上で、円滑な審議が行われている。 

  管理運営に関わる役員等の選考や採用は、「学校法人桐朋学園寄附行為」及び「学校法人

桐朋学園寄附行為施行細則」において明確に定められ、本法人の特徴である「3 部門独立

採算制」に適応したものとなっている。 

 

(3) ７－１の改善・向上方策（将来計画） 

  大学の経営環境が厳しさを増している状況下で、管理運営上の意思決定には従来以上に

精緻な議論と慎重な姿勢で臨む。本学の特色を積極的に打ち出すと共に、学外に向けて情

報を提供していくことが、今後の学校運営には不可欠な要素となってくる。 

適切な情報開示を行っていくことは言うまでもなく、経営の透明性を確保し、社会から

の要求に応えるよう、経営と教学のバランスを念頭に置いた管理運営体制をより強固なも

のにしていく。 

 

７－２.  管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。  

 

(1) 事実の説明（現状）  

７－２－① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。 

  前述した通り、本学が属する「音楽部門」には管理部門（仙川キャンパス会議）と教学

部門（教授会）が組織されている。臨時の場合を除いて「仙川キャンパス会議」と教授会

は、毎月同日に連続して開催され、「仙川キャンパス会議」での管理運営面の審議経過を踏

まえた上で、教授会で教学的事項に関わる審議が行われている。両会議の審議結果は、議

案に応じて理事会の審議事項となるため、学長が取りまとめて「法人運営審議会」に提案

し、理事会での審議を要請している。 

 

(2) ７－２の自己評価                        

 「桐朋学園音楽部門運営大綱」には、本学学長が「音楽部門の長」になることが規定さ
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れており、「音楽部門」の管理運営面を含めて、学長が全面的にリーダーシップを発揮でき

る運営体制が整っている。 

法人組織である「法人運営審議会」において、理事長と学長が詳細な検討を行い、共通

の認識に立った学校運営が行われている。法人本部が仙川キャンパス内に置かれているこ

ともあり、日常的に綿密な打ち合わせを行っている。 

また、「音楽部門選出理事」は、本学の経理責任者であると共に、管理運営面全般にお

いて学長を補佐する役目を担っており、学長の負担を軽減している。 

       

(3) ７－２の改善・向上方策（将来計画）    

 管理部門と教学部門の連携が適切に行われることにより、円滑な学校運営が可能となる。

「仙川キャンパス会議」と教授会の連携を強固にするよう、両会議の下部組織にあたる各

会議体の機動性を向上させると共に、組織の検証を怠らず、より効率的な組織運営を行っ

ていく。 

 

７－３. 自己点検・評価のための恒常的な体制が確立され、かつその結果を教育研究をは

じめ大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

７－３－① 教育研究活動をはじめ大学運営の改善・向上を図るために、自己点検・評価の

恒常的な実施体制が整えられているか。 

  本学では「桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価委員会規程」に則り、「自己点検・評価

委員会」が組織され、自己点検・評価活動に取り組んでいる。委員会の構成員は、次の通

りであり、「学長の指名する者」として、選出理事、高校部長、音楽教室部長、事務局各部

長及び主任会議構成員が指名され、本学の日常的な運営を司る「仙川キャンパス運営協議

会」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」

とを合同した会議体となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｛桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価委員会規程（抜粋）｝    

 （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) 学部長 

(3) 教務部長 

(4) 学生部長    

(5) 図書館長 

(6) 事務局長 

(7) 学長の指名する者 

2 委員会は、学長の委嘱する若干の学外者を構成員に加えることができる。 
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７－３－② 自己点検・評価の結果を教育研究をはじめ大学運営の改善・向上につなげる仕

組みが構築され、かつ適切に機能しているか。 

 「桐朋学園大学音楽学部自己点検・評価実施規則」に則り、毎年 6 月末日までに当該年

度の点検項目を定め、12 月末日までに委員会での審議を行っている。委員会での審議を経

た案件については教授会に報告され、教授会での審議を求めている。 

 

７－３－③ 自己点検・評価の結果が学内外に適切に公表されているか。 

  平成 20(2008)年 3 月に刊行した「桐朋学園大学自己評価報告書」は、本学の現状につい

て自己点検・評価したものであり、日本高等教育評価機構が定める評価基準項目に則り実

施したものを編集した。 

 報告書は、教職員及び在学生に配布すると共に、事務局の窓口に設置して、学外者にも

配布している。                                                                              

 

(2) ７－３の自己評価 

 自己点検・評価については、「自己点検・評価委員会」が規程に基づき組織され、適切に

運営されている。 

「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ために、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 20 人の教職員が自己点

検・評価委員になっている。 

「自己点検・評価委員会」での審議が終了した案件については、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。 

 

(3) ７－３の改善・向上方策（将来計画）    

 自己点検・評価活動は、常に学内の改善に目を向けていくと共に、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、様々な学内組織の中で「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。   

 

［基準７の自己評価］ 

 学校法人桐朋学園の特徴である「3 部門独立採算制」は、各部門における自主性を尊重

することに関して有効に作用している。各部門内で経営的事項と教学的事項とが一体化し

た学校運営が遂行できるようになっている。 

法人組織である「法人運営審議会」において、法人と部門との調整が図られ、詳細に検

討された議案が理事会に上程されている。「法人運営審議会」が定期的に開催されているこ

とにより、理事長と学長との意思の疎通が十分に図られ、理事会が 終的な意思決定を行

う体制が整っている。 

自己点検・評価活動については、活動自体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」での審議結果につ

いては、全て教授会での審議が要請される等、問題点を全学的に共有している。 
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［基準７の改善・向上方策（将来計画）］       

 急激な社会情勢の変化に伴い、大学の管理運営は非常に広範囲な事柄にまで対応してい

くことが求められている。少子化の中での学生確保は、学校運営上における 重要課題で

あることを認識し、また、社会からの様々な要請に対しても柔軟に対応していく。 

 現在の管理運営体制を維持し、法人全体として対応すべき事柄を整理して法人としての

一体感と各部門・学校別の特色ある運営との融合をさらに推進していく。 

 自己点検・評価に関しては、第三者評価の制度を有効に活用した運営体制を構築し、自

己点検・評価を継続すると共に、形骸化しない方策を講じていく。 
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基準８. 財務 

 

８－１. 大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出のバラ

ンスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

８－１－① 大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、かつ収入と支

出のバランスを考慮した運営がなされているか。 

 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、桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室）と、富山キャンパス（桐

朋学園大学院大学及び桐朋オーケストラ・アカデミー）を合算して構成される。 

 帰属収入の 80％以上を占める学生生徒等納付金は減少傾向にある。少子化は今後恒常的

に続く現象として捉え、本学も強い危機感を抱いている。安定した学校経営の持続のため、

全学を挙げて広報活動を含めた学生確保に 大限の努力を傾注している。 

過去５年間の大学生数（各年度 3 月 31 日現在）、学生納付金収入の推移は次の通りであ

る。 

【表 8-1 大学生数と学生納付金収入の推移】 

区分 学生数 学生納付金収入 

2008 年度 753 人 1,522,058 千円 
2007 年度 765 人 1,510,340 千円 
2006 年度 783 人 1,477,517 千円   ＊注１ 

2005 年度 793 人 1,641,078 千円 

2004 年度 798 人 1,618,949 千円 

＊注１ 平成 17(2005)年度入学者まで運営維持費 120 万円を入学時一括納入としてい

たが、平成 18(2006)年度入学者から年間 30万円へと納入方法を変更したため、

単年度収入としては学生数減少によらない大幅な減収となった。 

 

 収入と支出のバランスの指標として「音楽部門全体（仙川キャンパス、富山キャンパス）

で人件費比率 65％、教育研究経費比率 25％、管理経費比率 5％」、「仙川キャンパス（桐朋

学園大学、桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室の

合算）の収支係数 8％」を目標値としている。 

人件費比率 65％は個人レッスンを中心としたマンツーマン教育の音楽大学ではやむを

得ず、これを超えない運営を心掛けている。教育研究経費比率 25％は教育研究目的の達成

に必要不可欠であり、収支係数 8％は老朽化した現校舎の建て替えのためにも重要な指標

となる。これらの指標のもと、教育研究目的を達成するため収支バランスを保って運営さ

れている。 

過去 5 年間の各比率は次の通りである。 
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【表 8-2 比率の推移】 

区分 人件費比率 教育研究経費比率 管理経費比率 収支係数 

目標値 65.00％ 25.00％ 5.00％ 8.00％ 

2008 年度 59.36％ 25.22％ 4.30％ 12.66％ 
2007 年度 62.59％ 25.38％ 4.74％ 8.34％ 
2006 年度 63.91％ 26.80％ 4.36％ 5.23％ 
2005 年度 ＊注 2 76.46％ 25.22％ 4.37％ △5.44％ 
2004 年度 67.36％ 22.92％ 5.49％ 5.32％ 

 

＊注 2 平成 17(2005)年度に退職給与引当金繰入額の計上基準を期末要支給額の 50％から

100％に変更したため、人件費比率 76.46％、収支係数△5.44％となった。 

 

近年、教育環境整備の一環として施設の新築・改修工事（平成 14(2002)年度・学生寮大

規模改修、平成 15(2003)年度・大教室改修、平成 17(2005)年度・レッスン棟新築）を全て

借入金なしの自己資金で実施した。今後の 大の課題としては老朽化した現校舎の建て替

え計画がある。平成 22(2010)年度着工を目指して施設設備引当特定資産を毎年約 2～3 億

円ずつ積み上げ、新校舎を借入金なしで建築することを予定している。 

 

 「学校法人桐朋学園」の平成 20(2008)年度決算の消費収支の科目別内訳は、【表 8-3 学

校法人桐朋学園消費収支科目別内訳】の通りであり、「桐朋学園音楽部門」の同内訳は、

【表 8-4 桐朋学園音楽部門消費収支科目別内訳】の通りである。 

 

【表 8-3 学校法人桐朋学園消費収支科目別内訳】 

                                                       （単位：千円） 

帰属収入 消費支出 

科 目 決算額 科目 決算額 

学生生徒等納付金   6,824,587 人件費     6,168,653 

手数料     115,156 教育研究経費   1,926,526 

寄付金        21,112 管理経費     380,433 

補助金                2,104,975 その他     257,505 

その他       723,136   

合計     9 ,788,966 合計     8,733,117 
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【表 8-4 桐朋学園音楽部門消費収支科目別内訳】 

                                                       （単位：千円） 

帰属収入 消費支出 

科 目 決算額 科目 決算額 

学生生徒等納付金   2,828,698 人件費     2,100,426 

手数料      34,301 教育研究経費     892,218 

寄付金        10,496 管理経費     152,251 

補助金                  375,463 その他     132,141 

その他       289,376   

合計     3,538,334 合計     3,277,036 

 

８－１－② 適切に会計処理がなされているか。 

 本法人に整備された経理規程、固定資産取得規程、資産除却規程等の財務に関する諸規

程に則り、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持ち明確な

方針のもとに編成・執行されなければならない。毎年 9 月に翌年度の事業計画と予算が各

部署から提出される。年 2 回の予算会議、仙川キャンパス経営評議会、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、理事会で決定した後に、予算が正式に認められる。 

 その後は、学校会計基準及び経理規程に沿って適正な会計処理がなされている。 

 

８－１－③ 会計監査等が適正に行われているか。 

 本学が公認会計士監査を依頼しているあずさ監査法人による平成 20(2008)年度の監査

実施状況は次の通りである。 

平成 20(2008)年  4 月 現預金実査   

平成 20(2008)年 12 月 期中監査（内部統制の整備状況を確認）  

平成 21(2009)年  2 月 期中監査 

平成 21(2009)年  3 月 機器備品実査 

平成 21(2009)年  4 月 現預金実査 

平成 21(2009)年  5 月 決算監査 

 毎年度の公認会計士監査終了後、決算承認の理事会までに「法人監査会」が開催され、

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する。監事は、全ての理事会及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共に、法人監査会において公認会計士監査の結

果報告を受け、法人及び公認会計士にその内容を確認し、問題点がある場合は是正勧告を

行っている。また、監査日以外でも公認会計士と面談、電話相談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、本学では特に監査意見に影響を与える不適正な事項はなく、

無限定適正の意見表明がなされている。 
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(2) ８－１の自己評価 

 収支バランスの指標としての目標値（音楽部門全体で人件費比率 65％、教育研究経費比

率 25％、管理経費比率 5％）を平成 17(2005)年度の人件費比率以外は、ほぼ達成した。当

年度消費収入超過額は、平成 17(2005)年度決算△370,705 千円、平成 18(2006)年度決算

58,555 千円、平成 19(2007)年度 146,522 千円、平成 20(2008)年度決算 261,298 千円であ

った。平成 17(2005)年度は退職給与引当金繰入額の計上基準を期末要支給額の 50％から

100％に変更したことによる特有の年度である。 

 過去の施設計画は全て借入金なしの自己資金で行っており、平成 22(2010)年度着工予定

の新校舎建築も同様に、借入金なしの自己資金で行う計画である。これは、借入金による

負の財産を将来に残すというリスクを避け、「安全かつ健全な等身大の学校経営を行う」と

いう音楽部門の基本方針に則っており、施設設備引当特定資産は平成 20(2008)年度末で約

18 億円となった。 

 このように、大学の教育研究目的の達成に必要な財政基盤を有しており、収支バランス

を考慮した運営がなされ、かつ適正に会計処理がなされている。 

 

(3) ８－１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が今

後は見込めないため、次の改善・向上を図る。 

・学生生徒等納付金収入を維持するため、学生募集活動を充実、強化する。 

・専任教職員の新規採用にあたっては慎重に審議し、教職員数の適正化を図って人件費支

出を抑制する。 

・教育・学習方法等改善支援に関する教育研究を充実させ、私立大学等経常費補助金特別

補助の増収を図る。 

・平成 22(2010)年度予定の新校舎建築に向け、施設設備引当特定資産をさらに積み立てる。 

 

８－２. 財務情報の公開が適切な方法でなされていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

８－２－① 財務情報の公開が適切な方法でなされているか。 

 情報公開法施行に伴い、私立大学においても従来の届出に加えて財務情報の開示と説明

責任が求められている。これに対応するため本法人として「学校法人桐朋学園財務情報等

の開示に関する規程」を定め、平成 17(2005)年度から公開している。本学の学生、保護者、

教職員、利害関係者から財務情報の開示請求があった場合、規程に基づき、法人総合の財

産目録、貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計算書、事業報告書、監事による監査報

告書を開示している。 

また、本学の学生、保護者、教職員等を対象に配布される「音楽部門報」には音楽部門

全体の決算の概況として資金収支決算対比表、消費収支決算対比表、学生生徒数・学生生

徒等納付金収入の推移、補助金収入の推移、財産目録総括表、決算総括表（資金収支計算

書、消費収支計算書）、貸借対照表、監査報告書、学生会（預り金会計）決算表を記載して
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いる。「音楽部門報」はホームページ上で公開されており、また、学内の所定の場所に置き、

学外者も自由に入手できるようにしている。 

 

(2) ８－２の自己評価 

 学校会計基準に基づき作成した決算書等の財務情報を「音楽部門報」で保護者、学生、

教職員に公開している。財務情報等の開示に関する規程も整備され、一定レベルの財務情

報は公開している。 

 

(3) ８－２の改善・向上方策（将来計画） 

 保護者等関係者から財務運営に関する理解と支持を得るために、財務情報の公開、説明

責任をより高いレベルに改善する。ホームページ上で公開している財務諸表等により明確

な説明を加えていく。 

 

８－３. 教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

８－３－① 教育研究を充実させるために、寄附金、委託事業、科学研究費補助金、各種

GP（Good Practice）などの外部資金の導入や収益事業、資産運用等の努力が

なされているか。 

 外部資金の殆どが補助金であるが、資産運用の一つとして「長期の定期預金」による高

利率の銀行受取利息を得ており、資産運用収入の増収の一助となっている。 

 

(2) ８－３の自己評価 

 実技教育中心である音楽大学ということを 大限に活用し、教育・学習方法等改善支援

に関する教育研究を充実させ、私立大学等経常費補助金特別補助の増収を目指している。 

 

(3) ８－３の改善・向上方策（将来計画） 

 外部資金の導入は、安定した財政基盤の確保にとって重要な位置を占める。特別補助の

増収を含め、外部資金の導入に積極的に取り組む。 

 

［基準８の自己評価］ 

 本学は教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、平成 22(2010)年度着工予

定の校舎建て替えに向けた資金も確保している。また、収支バランスを考慮した運営がな

され、適正な会計処理及び会計監査等がなされている。 

 財務情報の公開は、規程も整備されており適正に実施されている。実技教育中心の音楽

大学であることを 大限に生かし、外部資金の導入に向けた努力が必要である。 

 

［基準８の改善・向上方策（将来計画）］ 

 少子化の中、私立学校は厳しい経営を迫られているが、質を保証する魅力ある教育を展

開することで学生数減が 小限に留まるよう努力し、安定した財政基盤を維持、確立して
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いく。そのため、収支バランスの指標を守る経営体質を今後も維持する。 

 また、「借入はしない」「寄附金には頼らない」という原則のもとに計画された平成

22(2010)年度予定の新校舎建築に向け、新しい教育環境を実現するためにより多くの自己

資金を積み立てる。 
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基準９. 教育研究環境 

 

９－１. 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の施設

設備）が整備され、適切に維持、運営されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

９－１－① 校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教

育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に

活用されているか。 

 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、桐朋幼稚園が下図の通り位置している。 

【図 9-1 仙川キャンパス平面図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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）、調布市内に 150 人収容定員の学生寮を有する。各施設の面積等

は次の通りである。 
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【表 9-1 各施設の面積】 

区分 校地面積 校舎面積 

大学設置基準上必要な面積 6,000㎡ 5,785㎡ 

仙川キャンパス 9,877㎡ 7,171㎡ 

アネックス 786㎡ 1,140㎡ 

図書倉庫 622㎡（借用）       384㎡ 

 

学生寮 2,929 ㎡     3,338 ㎡

 

(1) 校舎 

 仙川キャンパスには１号館旧館（昭和 36(1961)年竣工）と１号館新館（昭和 39(1964)

年竣工）の 2 棟がある。どちらも音楽大学に不可欠な防音設備が不十分な上、個人レッス

ン・個人練習のための室数も不足している。このような教育研究環境を改善するため、完

全防音の 15 室から成るレッスン棟「アネックス」を平成 17(2005)年度に竣工した。平成

22(2010)年度に、老朽化した現校舎（旧館・新館）を取り壊し新校舎を建築する計画を進

めている。 

 教室・レッスン室は旧館・新館に 81 室、アネックスに 15 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 または 2 台が置かれ、合計 143 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し出しており、充実し

た設備を有している。 

 本来、教室・レッスン室は授業・レッスン及び学校行事のためのものであるが、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。基準 4 で述べた通り、

朝 5 時 10 分（休日は朝 8 時）から 21 時 45 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。 

 

(2) 図書館 

①蔵書 
 平成 21(2009)年 5 月 1 日現在、図書館の蔵書数は図書 134,704 冊、視聴覚資料 60,425

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

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 2 号館４階にある図書館(316 ㎡)の閲覧室は 76 ㎡であり、開架図書は全蔵書数の

2%未満である。したがって、利用頻度の高い資料 14,000 点を図書館に保管し、残りの楽

譜・視聴覚資料等を隣接する書庫(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、ビデオディスク等様々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 12 台、インターネット用パソコン 5 台を設置している。閲

覧室の机にはハブを置き、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
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る環境を整えている。 

③サービス 
 平成 20(2008)年度の開館日数は 269 日で、貸出総点数（貸出更新を含む）は、168,657

点（うち学生 52,565 点）、1 日平均貸出数は 627 点（うち学生 195 点）であった。 

 (A) 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 2 点まで一夜の館外

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

トを行っている。 
 平成 20(2008)年度は、利用キャンペーンとして「視聴室の利用のしかた」等、ポスター

とチラシで図書館の活用をアピールし、学生の利用率は 95%であった。 

(B) 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、冊数制限なしで貸し出している。

また、代行検索（資料名や作品名で申し込まれた資料についてスタッフが検索と取寄せ依

頼処理を代行する）とデリバリーを行っている。学内で 1 日 4 回、貸出資料を教員室・各

研究室まで届け、学外には貸出資料を着払いで指定場所に送付している。 

 

(3) 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。 

 

(4) 情報サービス施設 

 図書館とは別に情報処理のためのパソコン教室が平成 11(1999)年度から稼動しており、

25 台のパソコンが設置されている。平成 19(2007)年度には全機種を入れ替えた。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。 

 

９－１－② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されて

いるか。 

 本学の施設設備の維持・運営は財務部財務課が担当し、建築物、電気設備、給排水・衛

生設備、消防設備、昇降機等の法定検査・点検・補修整備を実施している。また、夏季休

暇中に 2 日間、学校完全閉鎖日を設け、財務課職員が学内点検作業を行い、教育研究環境

の向上に努めている。 

 

(2) ９－１の自己評価 

 校舎の老朽化、レッスン室不足等、現在の教育研究環境が抱える問題を解決するため、

平成 17(2005)年度に完全防音の 15 室から成るレッスン棟「アネックス」を建築した。さ

らに、平成 22(2010)年度から現校舎の旧館、新館を取り壊して新校舎を建築する予定であ

る。 
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 教育研究環境整備の一環として、音楽大学に不可欠な楽器類を毎年計画的に購入してい

る。グランドピアノを毎年９台ずつ買い替え、約 10 年周期で大半のピアノが入れ替わる

ことは特筆に値する。 

  図書については次の通りである。 

・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。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、図書館システムのパッ

ケージソフト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

検索を実現しており、使いやすい OPAC となっている。データ化されていない書籍約

27,000 点の遡及入力が今後の課題である。 

・所蔵楽譜には絶版等により入手困難な資料も多いが、楽譜の劣化が進行しており、対策を講

じる。平成 20(2008)年度よりそのための調査を開始している。 

・大半の資料が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。書庫資料が多い点については、OPAC による資料

の取寄せ、代行検索、デリバリー・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。 

 

 大学設置基準に定める校地、校舎の面積は基準を上回っており、学生が自主練習するた

めに開放している教室・レッスン室もほぼ毎日、全室が利用されている。図書館では豊富

な資料を備え、利用数も年々増加している。このように本学では、教育研究活動の目的を

達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されている。 

 

(3) ９－１の改善・向上方策（将来計画） 

 老朽化、レッスン室数不足等の教育研究環境を改善するために現校舎を取り壊し、平成

22(2010)年度に新校舎建築を着工する予定である。 

また、図書館においては、以下の実施計画を推進する。 

① 所蔵資料が十全に利用されるための目録の遡及入力 

② 専攻別ガイダンス、情報リテラシー教育等教員と連携した利用者教育の充実 

③ パスファインダー等、学習支援ツールの作成 

 

９－２. 施設設備の安全性が確保されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

９－２－① 施設設備の安全性（耐震性、バリアフリー等）が確保されているか。 

 平成 17(2005)年度に竣工したレッスン棟「アネックス」は、現行の耐震基準を満たし

ている。また、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 新の

機能を有した施設となっており、バリアフリー化に関しても充実している。 

 一方、昭和 30(1960)年代に竣工した 1 号館は、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。 

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
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として「桐朋学園音楽部門仙川キャンパス保安委員会」が設置されている。学生部長、防

火管理責任者、財務部長、教務課長等から構成され、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。近年では階段の手摺り改修工事、階段の滑

り止め取付工事、廊下の段差部分改修工事等を行った。また、平成 17(2005)・18(2006)年

度には学内のアスベストを全て除去する等、施設設備の安全確保に努めている。  

 

(2) ９－２の自己評価 

 施設設備の安全性を組織的・計画的に確保するよう努力している。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。 

 

(3) ９－２の改善・向上方策（将来計画） 

 新校舎建築を予定しているが、完成するまでは現校舎の施設設備の適正な管理を図り、

併せて災害からの安全を確保する。 

 

９－３. アメニティに配慮した教育環境が整備されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

９－３－① 教育研究目的を達成するための、アメニティに配慮した教育研究環境が整備

され、有効に活用されているか。 

 施設設備の安全確保と共に、より良い教育研究環境の整備にも努めている。 

本学は全室にピアノが１ないし２台設置され、合計 143 台保有している。早朝から深夜

までほぼ毎日使用しているため、学内に調律師が常駐し毎日メンテナンスしている。また、

メ－カーによる点検も年２回実施している。 

 各室は、十分とは言えないが、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。 

 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、学生全員に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。 

 

(2) ９－３の自己評価 

 教育研究に必要なピアノ等の機器備品、空調・防音等の設備環境も常に良好な状態を維

持するよう毎日メンテナンスしている。 

また、施設設備を学生の自主練習に可能な限り開放しており、教育研究環境が整備され

ている。 

 

(3) ９－３の改善・向上方策（将来計画） 

 新校舎建築の際は、防音設備、空調設備、教室配置、バリアフリー等、現校舎では不十分な
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点を改善するが、それまでは音楽大学として必要な施設・設備のメンテナンスをより充実させ、

さらに快適な教育研究環境を整備する。 

 

［基準９の自己評価］ 

 本学の施設は教育研究目的の達成には十分とは言えないが、以下が整備されており音楽

大学として快適な教育研究環境になるよう維持、運営されている。 

① ピアノ等、楽器類の充実 

② 施設、設備のメンテナンス 

③ 学生への教室・レッスン室の開放 

④ 図書館資料・サービス（オンライン蔵書検索、デリバリーサービス等）の充実 

 

［基準９の改善・向上方策（将来計画）］ 

① 平成 22(2010)年度着工予定の新校舎建築に向け、教育研究環境がより整った校舎建

築を目指す。 

② 現校舎は、施設設備のさらなる安全性が確保できるよう整備する。 

③ 図書館サービスをさらに充実する。 
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基準 10. 社会連携 

 

10－１. 大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

10－１－① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物的・

人的資源を社会に提供する努力がなされているか。 

本学の施設は狭隘である上、基準 4 で述べた通り 5 時 10 分から 21 時 45 分まで学生に

教室・レッスン室を貸し出しており、学外者に施設を開放し利用して頂くことは困難な状

況である。しかし、本学教員が所属する団体・研究会等が行うコンサート、リハーサル及

び各種講習会等に可能な限り施設を開放している。「日本ピアノ教育連盟」が毎年開催する

オーディションの会場として本学が利用されていることはその一例である。 

長期休暇中は卒業生に教室やレッスン室を貸し出す規程を有し、卒業生からの申請件数

も少なくない。また、施設・授業等の見学希望には随時対応している。 

図書館の資料は、OPAC をインターネットに公開することにより学外からの検索が可能

となっている。また、ILL（図書館間相互貸借）サービスにより学外の公共図書館・大学

図書館・専門図書館へ貸し出しており、利用者は所属する図書館で本学図書館の資料を借

りることができる。富山市にある桐朋学園大学院大学附属図書館の資料も本学図書館を通

じて提供している。 

学外者は登録手続を済ませた後に本学図書館サービス（閲覧室・視聴室等館内の施設・

設備の利用、書籍・楽譜・雑誌の当日貸出、AV 資料の館内視聴、レファレンス･サービス、

代行検索等）を利用できる。 

 学内の「公開講座」「公開レッスン」「レクチャー・コンサート」「特別コンサート」等を

原則的に公開しており、ホームページに情報を公表している。大学院大学の校舎を利用し

て開催される「室内楽特別講座」及び「ピアノマスタークラス」も、一般の聴講が可能で

ある。 

平成 19(2007)･20(2008)年度には「作曲専攻教育支援プログラム」として作曲専攻生の

教育を補完し、創作と演奏に関心のある学外者にも公開するプログラムを実施した。 

 

学外ホールでの演奏会を一般に公開しており、平成 20(2008)年度開催分は以下の通りで

ある。 

 【表 10-1 2008 年度 学外ホールでの演奏会】 

開催日 演奏会名 会場名 

4 月 19 日 大学卒業演奏会 紀尾井ホール 

5 月 16 日 声楽コンサート くすのきホール 

5 月 23 日 第 79 回室内楽演奏会 浜離宮朝日ホール 

5 月 29･30 日 管楽アンサンブルの夕べ くすのきホール 

6 月 11 日 ピアノ専攻 Students’Concert くすのきホール 

6 月 13 日 第 80 回室内楽演奏会 浜離宮朝日ホール 

6 月 25 日 第 30 回作曲作品展 くすのきホール 
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10 月 9 日 ピアノ専攻 Students’Concert くすのきホール 

10 月 15 日 ピアノ専攻 Students’Concert くすのきホール 

11 月 12 日 オーケストラ演奏会 京都コンサートホール 

11 月 13 日 オーケストラ演奏会 愛知芸術劇場 

11 月 22 日 作曲ファカルティコンサート 津田ホール 

11 月 28 日 オーケストラ演奏会 杉並公会堂 

12 月 6 日 合唱の夕べ 紀尾井ホール 

12 月 8 日 ハープアンサンブルの夕べ くすのきホール 

12 月 11 日 パーカッションの夕べ ウィーンホール 

12 月 19 日 チェロアンサンブル演奏会 くすのきホール 

12 月 21 日 Symphonic Winds 演奏会 くすのきホール 

12 月 24 日 オーケストラ演奏会 杉並公会堂 

1 月  8 日 オペラ試演会 くすのきホール 

3 月 15 日 大学ピアノ専攻卒業演奏会 浜離宮朝日ホール 

 

また、1 月下旬にグリーンホール（調布市）、くすのきホール（調布市）、ウィーンホー

ル（府中市）等で開催される卒業試験は一般公開され、多くの来場者を迎えている。 

なお、多様な科目等履修生制度で幅広い年齢層の受講生を受け入れており、リフレッシ

ュ教育の一端を担っている。 

 本学の教員は国内外の数多くの音楽コンクールから審査員を委嘱される。また、各種講

習会や研究会等に講師として招かれることも多く、これらは本学が人的資源を社会に提供

している好例である。 

 

(2) 10－１の自己評価 

 本学の物的資源を社会に提供することは必ずしも十分ではないが、人的資源では様々な

形で社会に提供し、貢献している。 

 

(3) 10－１の改善・向上方策（将来計画） 

 本学の校舎は十分な社会貢献ができるほどの余裕はないが、平成 25(2013)年度（予定）

に新校舎が竣工した後は施設・設備面での改善とそれに見合った社会貢献が可能となる。 

本学の教員はコンクール審査員等として招聘されることが多く、国内外の音楽芸術文化

に大いに貢献している。今後も社会活動に貢献できる体制を維持する。 

また、各種演奏会や公開実技試験等、学外への公開をさらに広げ、社会の要請に合致し

た公開講座の開設を検討する等、より社会に開かれた大学を目指す。 

 

10－２. 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

10－２－① 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されているか。 

 ① 本学では海外の演奏家・音楽家を特別講師として招聘しており、過去 5 年間の数は
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次表の通りである。 

【表 10-2 特別講師招聘数】 

2008 年度 34 

2007 年度 36 

2006 年度 30 

2005 年度 26 

 

60 ページに既述した通り、招聘者の中にはベルリン芸術大学、パリ国立高等音楽院

等の教授や、ベルリンフィル、ウィーンフィル等のオーケストラの奏者等が含まれて

おり、本学の教育に多大なる役割を果たした。これは海外の音楽大学・音楽機関と人

的交流を図ってきた証左である。 

 

 ② 本学のオーケストラは本学主催の演奏会の他にも様々な音楽祭に参加している。これ

は学生達の貴重な発表の場であり、本学の教育の成果が社会に発信されている。平成

20(2008)年度の学外団体との連携による企画は以下の通りである。 

  １．財団法人アルゲリッチ芸術振興財団、大分県、別府市主催 「別府アルゲリッチ

音楽祭 2008」 

＊同音楽祭からは平成 21(2009)年度も招聘された。 

  ２．新日鐵文化財団、テレビマンユニオン主催 「ヴィオラ・スペース 2008」 

 

③ 杏林大学病院で年４回開催している「院内コンサート」は通算 30 回を超えており、

入院患者の方々や外来者等にも喜ばれている。この他、日本工業倶楽部からの年 2 回

の出演依頼、JT（日本たばこ産業）からの年 2～3 回のアフタヌーンコンサート出演依

頼等がある。福祉施設等からの演奏依頼も年に数回あり、演奏を通じて社会との協力

関係を築いている。これらのコンサートでは、学生と教員との共演や、教員による曲

目解説等もある。 

 

④ 他大学との協力では、平成 14(2002)年度と平成 16(2004)年度に「音楽大学オーケス

トラの祭典」で東京芸術大学と合同オーケストラを編成、平成 17(2005)年度には京都

市立芸術大学と合同でオーケストラを編成した他、平成 19(2007)年度に明治学院大学

及びイタリア大使館と共同で海外招聘講師（作曲家シルバーノ・ブソッティと Mdi ア

ンサンブル・ミラノ）によるワークショップとコンサートを開催した。 

   平成 20(2008)年 10 月にイタリア・ローマのサンタ・チェチリア音楽院と交換留学生

に関する相互協力協定を締結した。本学からは平成 21(2009)年 4 月にピアノ専攻生が

ローマに渡って学んでいる。ローマからの留学生は先方の都合により、今年度は中止と

なった。 

 

 ⑤ 本学図書館は同一キャンパスの桐朋学園芸術短期大学図書館、国際基督教大学図書館、

白百合女子大学図書館の３館と利用協定を締結しており、各大学の教員・学生は登録の

後、図書資料（書籍・楽譜・雑誌）の館外貸出（教員 1 カ月、学生 10 冊 2 週間）や
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AV 資料の利用（教員 2 週間の館外貸出、学生は館内視聴）ができる｡  

利用協定を締結していない図書館には、ILL システムにより資料を貸し出している

（書籍･楽譜・雑誌は 1 カ月、AV 資料は 2 週間）。 

   本学図書館は音楽図書館協議会と東京西地区相互協力連絡会に加盟し、音楽資料を扱

う全国の図書館や東京多摩地区の大学図書館と連携している｡ 

 

(2) 10－２の自己評価 

 海外教育機関との幅広い人的連携は本学の教育の特色の一つである。音楽大学がいわゆ

る産学連携で企業との関係を構築することは考えにくいが、学外団体主催の音楽祭への参

加等、音楽大学独自の企画は好評を博している。今後は、学外団体や企業との連携につい

て検討する必要がある。「（１）現状」で述べた通り、演奏を通じて社会と良好な関係を築

いている。 

 

(3) 10－２の改善・向上方策（将来計画） 

 これまでの人的交流をさらに促進する。企業や学外団体の要請に応じて学生に演奏の場

を提供することはプロを目指す学生が研鑚を積む貴重な機会となっており、有効活用して

いく。また、図書館の連携以外にも他大学とのさらなる連携を検討する。 

 また、現在進めているインターンシップ制度によって、企業との連携を構築する。 

 

10－３. 大学と地域社会との協力関係が構築されていること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

10－３－① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。  

大学所在地の調布市と相互友好協力協定を締結しており、調布市報に本学主催の演奏会

予定が掲載されている。年に 4 回調布市主催のミニコンサートへの出演要請がある他、調

布市主催の市民講座への講師派遣や、京王線・仙川駅前での「夜桜コンサート」等、多彩

な依頼に積極的に応じている。 

調布市が平成 20(2008)年にオープンした「せんがわ劇場」へは、サンデーコンサートに

学生を中心に 9 回出演した。 

 調布市のホールで実施する卒業試験や学生によるコンサートを通じて本学の教育の成果

を市民に公開している。さらに、年 4 回の杏林大学病院でのコンサート、年数回の福祉施

設等での演奏依頼等、演奏を通じて地域社会との協力関係を築いている。 

 図書館は公共図書館にも資料を貸し出している。若葉分館を通じて調布市立図書館に平

成 20(2008)年度は 729 点（楽譜 244 点、書籍 11 点、録音資料 474 点）を貸し出した。調

布市立図書館の利用者は本学図書館資料の借り出し、返却を調布市立図書館で行える。 

 

(2) 10－３の自己評価 

 地域社会とは良好な協力関係を構築している。 
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(3) 10－３の改善・向上方策（将来計画） 

 前述したように、地域社会とは良好な協力関係を構築している。さらに地域の文化活動

の一翼を担うよう、ホールやイベント等での演奏のみならず、地元の小・中学校への出向

コンサートや子供向け講座の開催等、密接な関係を築いていく。 

 

[基準 10 の自己評価] 

 本学教員は、専門性とキャリアを活かして国内外のコンクールや各種講習会等に審査員

や講師として積極的に参画している。 

開学以来、海外の優れた音楽家を招聘して海外教育機関との人的交流を保ち、本学の教

育レベルを高めてきた。こうした連携は、音楽家を育成する上で極めて有効である。 

 また、外部からの演奏会依頼に応じており、社会との協力関係を順調に築いている。 

 公開講座、リフレッシュ教育では施設面の制約がある中で本学の特徴を活かした科目等

履修生制度を充実させている。 

 地域住民は学生の日常を見守り、本学が提供する音楽を身近に享受する隣人である。従

って、行政から依頼がある場合は積極的に演奏会を開催する等、地域社会との連携に積極

的に参画している。 

 

[基準 10 の改善・向上方策（将来計画）] 

国内外の音楽教育機関との連携を推進し、本学の教育に幅を持たせる。 

校舎建て替えによって音楽大学に相応しい教育環境を整備し、近隣の教育機関、地方自

治体、福祉施設等との連携を強化して本学の教育目的に基づく教育活動を展開し、音楽文

化のさらなる発展に寄与する。 
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基準 11. 社会的責務 

 

11－１. 社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされているこ

と。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

11－１－① 社会的機関として必要な組織倫理に関する規定がされているか。  

本学では社会的機関として必要な組織倫理に関する規定を、【表 11-1 組織倫理に関す

る規程】に示す通り定めている。 

 

【表 11-1 組織倫理に関する規程】 

規程名 概要 

桐朋学園音楽部門就業規則 業務に専念する義務（第 4 条） 

服務規律（第 7 条） 

セクシュアル・ハラスメントの禁止（第 8 条） 

安全及び衛生の注意義務（第 54 条） 

安全保持及び災害防止（第 55 条） 

伝染病の届出（第 59 条）等、 

本学教職員の就業に関する行動基準・倫理基準

について就業規則に明記している。 

桐朋学園音楽部門衛生委員会規

程 

「労働安全衛生法」に基づき、本学の衛生管理

を適切に行うために設置する組織に関する事

項について定めている。 

桐朋学園音楽部門個人情報の保

護に関する規程 

「個人情報の保護に関する法律」に基づき、本

学における個人情報の取扱いについて定めて

いる。 

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 

本学におけるハラスメント行為を防止するた

めに設置する組織に関する事項について定め

ている。 

桐朋学園音楽部門特別委員会規

程 

機密性の求められる問題に適切に対処するた

めに、音楽部門内に特別に設置する組織に関す

る事項について定めている。 

桐朋学園大学音楽学部公的研究

費管理規程 

公的研究費を適正に管理・運営するために必要

な事項について定めている。 

 

個人情報の取扱いについては、法人としても「学校法人桐朋学園個人情報保護方針」が

定められており、統括的な指針のもとに、個人情報の適切な保護、管理が行われている。 

 

11－１－② 組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。 

  組織倫理に関する一般的な項目については、「桐朋学園音楽部門就業規則」が全教職員に
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配付され、周知徹底されている。 

また、規程に基づき、本学で取扱う項目別に「個人情報保護管理者」を置いている。学

生の個人情報は教学事務部長、教職員の個人情報は総務部長、個人情報に係るセキュリテ

ィに関しては財務部長がその管理責任者となって、担当部署における管理を行うと共に、

学生及び教職員への周知、委託業者への指導監督を含めた個人情報の安全管理を徹底して

いる。学生に対しては、学生便覧に「学生個人情報取扱マニュアル」を掲載し、不明な点

は教務課に問い合わせるように注意を促している。 

  ハラスメントの防止に関しては、リーフレット「ハラスメントのないキャンパスにする

ために」や「学生相談室のご案内」を配布して周知している。また、セクシュアル・ハラ

スメントについて、学生便覧に分かりやすく説明すると共に、相談窓口の活用方法やハラ

スメント行為への対処方法を明示している。 

 現在、本学において公的研究費の給付を受けている教職員はいないが、受給者が出た

際に適切に対応できるように、公的研究費の管理運営を徹底して行える体制が整えられ

ている。 

 

(2) 11－１の自己評価 

  本学は、規程に基づいて学校運営がなされている。組織倫理に関しては、就業規則に基

づく運営体制を確立することは言うまでもなく、施行された法令を始め、社会問題として

取り上げられてきた事項については、個別に規程化する作業を進めてきた。 

このことにより、当該事項に対して、迅速かつ適切に対応が取れる体制が構築され、組

織的な管理体制を整えている。 

また、教職員及び学生に対しても、リーフレットの配布や学生便覧に記載することによ

って注意を喚起している。 

  

(3) 11－１の改善・向上方策（将来計画） 

 社会的責任を果たすために、法令と規程を遵守した学校運営を行うのみならず、激変す

る社会環境に迅速に対応し、規程が形骸化しないように点検と見直しを行っていく。 

また、 善策を講ずるためにより広く情報を収集し、運営に活かす体制を整える。 

 

11－２. 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

11－２－① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能しているか。 

 「学校法人桐朋学園保安委員会・保安連絡協議会設置規則」及び「桐朋学園音楽部門仙

川キャンパス保安委員会規程」に基づき、災害から安全を確保する体制を次の通り整えて

いる。 

 ①「女子部門」と「音楽部門」との間で「保安連絡協議会」を設置し、仙川キャンパス全

体の危機管理を統制している。 

 ②「桐朋学園音楽部門学校安全マニュアル」を作成し、緊急連絡網の改定を始め、自然  

または人為災害に迅速に対応できる体制を整えている。 
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 ③ 不審者の侵入防止のため、業者委託により警備体制の充実を図っている。 

④ 不審者の侵入防止及び早期発見のため、教職員及び学生に「教職員証」「身分証明証」

または「学生章」の装着を義務付けている。 

 ⑤ 学生を対象とした避難訓練を定期的に実施している。 

 ⑥ 学生委員会では感染症等への警戒を呼びかけると共に、盗難、悪徳商法、振り込め詐

欺等の被害に遭わないよう、学生便覧への記載及び掲示等により学生に注意を促して

いる。 

また、AED（自動体外式除細動器）を学内に設置し、教職員に対して定期的に AED の

使用に関する講習会を実施している。 

                                                         

(2) 11－２の自己評価                        

 危機管理は、災害（地震、風水害、火災等）、防犯（盗難、不審者の侵入防止等）、健康

（感染症、アスベスト、AED 等）、学生生活（カウンセリング、傷害保険、犯罪からの保

護等）と多岐にわたるが、本学では、学生部長を中心とした「保安委員会」と「学生委員

会」の 2 つの委員会を組織し、担当部署がそれぞれ対策を講じている。 

指揮命令系統を明確にして、危機に対して迅速に対応することを心掛け、緊急時におけ

る連絡網も整備されている。 

 

(3) 11－２の改善・向上方策（将来計画）    

  危機管理の基本的な体制は整備されているが、学内での問題意識に差が生じている点を

改善していく。校舎内で「教職員証」「身分証明証」「学生章」を装着することの意味、避

難誘導や初期消火の訓練を定期的に実施する目的について、全教職員と学生が共通認識を

持てるよう呼び掛けを継続していく。また、会議体やオリエンテーション等を利用して取

組みを強化していく。 

 

11－３. 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備されて

いること。 

 

(1) 事実の説明（現状） 

11－３－① 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備され

ているか。 

  本学の教育研究成果に関する広報活動は、次の通り行われている。 

  ① 学生のコンクール入賞者や演奏会情報を掲載した広報誌「音楽部門報」を年 1 回刊

行し、ホームページ上で公開すると共に、教職員及び学生・保護者に送付し、事務局

窓口にて学外者にも配布している。 

  ② ホームページに演奏会、公開実技試験及び公開講座の情報を掲載して、学外への周知

に努めている。また、調布市の広報紙にも随時、演奏会の情報を提供している。 

  ③「桐朋学園大学研究紀要」を年 1 回刊行し、全国の大学や研究機関等に送付すると共

に、事務局窓口にて配布している。また、執筆者の同意を得た上で、国立情報学研究

所のホームページ上で紀要論文を公開している。 
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(2) 11－３の自己評価  

教育研究成果の広報活動に関する管理体制は、【表 11-2 教育研究成果に係る項目別管

理体制】に示す通り、広報活動の項目別に管理体制が明確に定められ、整備されている。 

 

【表 11-2 教育研究成果に係る項目別管理体制】 

項目 管理体制 

桐朋学園音楽部門報 

「仙川キャンパス運営協議会」で掲載内容の確認を行

い、複数回の校正を行い、学長が発行責任者となって

刊行している。 

演奏会、公開実技試験及

び公開講座 

ホームページへの掲載にあたっては、当該担当部署及

び教学事務部長が掲載内容を確認している。 

桐朋学園大学研究紀要 

「桐朋学園大学音楽学部研究紀要刊行規程」に基づき、

「研究紀要委員会」を設置し、掲載原稿の募集、選定、

査読、編集等を委員長のもとで組織的に管理している。

                                             

(3) 11－３の改善・向上方策（将来計画）    

 本学は、ホームページの運営は複数の部署が分担し、リアルタイムに情報を提供してい

る。既にインターネットが普及していることもあり、広報活動を活性化し、情報発信体制

を強化していくことは重要課題である。今後、教育研究成果の広報活動に関するあり方を

検証する。 

 

［基準 11 の自己評価］ 

 社会的機関として必要な組織倫理は、「桐朋学園音楽部門就業規則」を中心に定められ、

必要に応じて個別の規程も定められている。本学は規程に基づいて適切に運営されており、

組織倫理は網羅されている。 

 本学が所属する「音楽部門」においては、「仙川キャンパス保安委員会」が組織され、自

然的人為的災害に対応する体制が整っている。また、同じ敷地内の「女子部門」と「保安

連絡協議会」を設置して、連絡が密に取れるようになっている。 

 教育研究成果の広報活動に関する体制は、項目別の担当部署が主導して、迅速に運営す

る体制を整えている。 

 

［基準 11 の改善・向上方策（将来計画）］ 

 組織倫理の確立と学内外に対する危機管理について制度上は整備されているが、組織倫

理や危機管理に関する認識に個人差がある。規程や制度が形骸化しないように、継続的に

注意を喚起していく。 

  教育研究成果の広報活動に関しては、広報活動体制を検証し、専門性を高めていく。 
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Ⅳ. 特記事項－大学独自の取り組み、特色ある活動、事業等 

 

１. 附属教育研究機関について 

 本学では、子供のための音楽教室と、桐朋オーケストラ・アカデミーを附属教育研究

機関として位置付けているので、少し詳しく述べておきたい。 

 

① 子供のための音楽教室 

 基準 2 の項でも触れたが、本学では桐朋学園大学音楽学部附属「子供のための音楽教室」

を附属教育研究機関として位置付けている。 

 昭和 23(1948)年にスタートした子供のための音楽教室を基盤として桐朋女子高等学校

音楽科となり、さらに桐朋学園大学音楽学部へと発展していった。音楽教室は本学の沿革

でも述べた通り本学の原点である。 

現在では北は札幌教室から南は大分教室まで全国 22 教室で、幼児から高校生までの音

楽教育が展開されている。在籍者数は平成 21(2009)年４月末現在で 2,057 人である。 

桐朋女子高等学校音楽科の入学者のうち実に 65％前後が、全国の音楽教室で勉強してき

た子供達であり、そしてその大半が本学に進学してくることことを考えた時、一本の大き

なラインが通っていることが分かる。 

各教室では、本学の専任教員が教室長を務め、実技教育、ソルフェージュ教育の両面か

ら教育全般の運営を行っている。さらにそれぞれの教室では、ピアノの主任、ヴァイオリ

ンの主任、あるいはソルフェージュの主任等を大学教員に依頼し、教室の講師と一体とな

って子供達の教育に携わっている。各教室の講師は、ほとんどが本学の卒業生であり、桐

朋の教育システムを継承している。音楽教室は卒業後の就職先ともなっている。 

 

② 桐朋オーケストラ・アカデミー 

 平成 7(1995)年に富山市に設立され、オーケストラ・室内楽の合奏教育が行われている。

今年度は 68 人（留学生 9 人を含む）の在籍者である。 

ゼメスター制を取り、集中的な合奏練習のみならず、各専門の楽器演奏についてもトレ

ーニングをし、その成果としての演奏会を開催している。本学卒業後にさらなる研鑚を積

むために参加する者も多い。また他大学の卒業生や、近年では外国からの入学生も増えて

いる。研修の結果、プロのオーケストラに団員として就職する例が増えてきた。 

 

２. 科目等履修生等の制度について 

  本学には、社会に広く開かれた科目等履修生の制度がある。 

  一般的な科目等履修生の他に、ディプロマ・コース生、研究生も含まれる。 

 

① 科目等履修生・科目等特別履修生 

 本学では科目等履修生の制度を持っており、26 人が在籍している。 

 「科目等履修生（一般）」では、専攻実技レッスンや能力別に分けられたクラス、受講に

制限が付けられた科目は受講できないが、出願者に対しての面接により、可能な限り希

望に添うようにしている。本学や他大学を卒業後に教職免許取得を目的として受講する、
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あるいは本学の卒業生がさらに学ぶために受講する、社会人が音楽関係の科目を受講す

る等、様々な例が見られる。 

「科目等履修生（指揮）」のコースも開設されており、指揮法を学びたい人たちのニ

ーズに応えている。現在 20 人が在籍している。このコースも社会人の参加者が多く、

いずれのコースも社会に開かれた制度としての存在価値は大きい。 

  「科目等特別履修生」では、外国からの受講生を受け入れている。専攻実技レッスン

のみを受講する例が多く、受講期間も短い場合が多い。平成 20(2008)年度は 2 人が受講

した。 

 

② ディプロマ・コース生 

 このコースには、昭和 48(1973)年にスタートした「ソリスト・ディプロマ・コース」

と、平成８(1996)年にスタートした「カレッジ・ディプロマ・コース」がある。制度と

しては、科目等履修生の 1 つであるが、両コースとも専攻実技レッスンはもちろんのこ

と、履修を義務付けられている科目等もあり、一般的な科目等履修生とは内容的に大き

く異なる。 

   ソリスト・ディプロマ・コースは、卓越したソリストの育成のために開設され、ピア

ノ・ヴァイオリン・チェロ・フルートの４つの専攻を置いている。平成 21(2009)年度在

籍者は、ピアノ専攻生 5 人、ヴァイオリン専攻生 5 人、チェロ専攻生 1 人である。この

コースは、実技レッスンに重点が置かれ試験内容も大学生とは大きく異なる。また、音

楽家としての能力を向上させるようソルフェージュや音楽理論等の履修が義務付けられ

ている。年度ごとの継続手続により、最長 7 年間の在籍が認められる。2 年間の在籍中

の成績により修了試験の受験資格を得る。リサイタルによる修了試験において成績優秀

と認められた場合に修了が認定される。現在、音楽界で活躍している人たちの中に、本

コースの修了者は多い。 

カレッジ・ディプロマ・コースは、専攻実技を中心に学びたい者のために開設された。

本学が持っている 10 の専攻全てに開かれている。平成 21(2009)年度は、ピアノ専攻生

22 人、弦楽器専攻生 20 人、管楽器専攻生 7 人、打楽器専攻生 2 人、声楽専攻生 7 人、

作曲専攻生 1 人、合計 59 人である。大学卒業後（本学、他大学問わず）さらに研鑚を

積みたい者、高校を卒業後留学するまでの期間勉強したい者等、様々な志向を持った受

講生がおり、社会人も含まれる。専攻実技レッスンの他、音楽専門科目の履修を義務付

けられている。このコースは年度ごとの継続手続により、3 年間で修了となる。 

 

③ 研究生 

  「研究生」も、①の科目等履修生として位置付けられている制度の 1 つである。 

  目的は、卒後教育であり、さらなる専攻実技の研鑚である。ピアノ専攻生では、本学

の卒業生のみを卒業時の専攻実技試験成績により選考している。他の専攻では、本学の

卒業生と他音楽大学卒業生とを受け入れており、本学の卒業生はピアノ専攻生と同じよ

うに卒業時の成績により選考しているが、他大学卒業生には専攻実技試験を課している。 

ピアノ、弦楽器、管楽器、打楽器、ハープ、指揮専攻生の在籍年限は 2 年、古楽器、

声楽、作曲、音楽学専攻生の在籍年限は 3 年と定めている。ピアノと音楽学は 2 年目に
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修了試験を、その他の専攻は 1 年ごとに進級を審査される。 

 

３. 演奏会関係 

  本学は、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ており、学生たちには聴衆の前でより多くの演奏経験が持てるよ

う機会を与えている。本学学生の演奏は社会的にも評価が高く、オーケストラ、室内楽、

ソロ等、学外からの演奏依頼が多い。その依頼に応じて、「コンサート委員会」や「オ

ーケストラ運営委員会」において内容を検討の上、出演者等を決定し学生を演奏現場に

派遣している。このことは勉学の成果を学外で発表できる貴重な体験となっている。 

近年では、 

1. 財団法人アルゲリッチ芸術振興財団、大分県、別府市主催の「アルゲリッチ音楽祭」

へのオーケストラ出演（平成 19～21(2007～2009)年） 

2. 新日鐵文化財団、テレビマンユニオン主催「ヴィオラ・スペース」 

3. ロームミュージックファウンデーション主催京都・国際音楽学生フェスティバルの

オーケストラへの一部参加 

4. 杏林大学病院での院内コンサートを年 4 回 

5. 日本工業倶楽部主催コンサートを年 2 回 

6. JT（日本たばこ産業）アフタヌーンコンサートを年 2 回   

7. 大学所在地調布市との「地域大学相互友好協力協定」による演奏会年数回 

等が挙げられる。 

 

  91 ページの【表 10-1 2008 年度 学外ホールでの演奏会】に見られる多彩な演奏会

はオーディション等で選抜された出演者による演奏会や、授業の延長上の演奏会等があ

り、学生たちには発表の場が多いことが喜ばれている。オーディションによるものでは、

オーディション合格で発表の場が与えられることに加え、オーディション合格を目指し

て準備をすること自体が大きな勉強になっている。 

聴衆あってこその演奏・音楽であり、基準 10 の「社会連携」という観点と学生を育

てていくという教育上の観点とが合致していると言える。 

 

４. その他の活動 

    通年の授業等とは別に、学内でも様々な特別レッスンや講座が開かれていることは既

述した。ここでは富山市にある桐朋学園大学院大学キャンパス内において集中的に行わ

れる 2 つのコースについて述べる。 

 

① 富山室内楽特別講座 

   毎年２月末から８日間集中的に行われる室内楽のレッスンであり、平成 21(2009)年に

は 14 回目を数える。講師として著名な東京クァルテットの 4 人のメンバーを招聘し、

さらに本学の教授陣も加わって弦楽四重奏曲やピアノを含んだ室内楽曲を中心にレッ

スンが行われている。寮に宿泊するためグループ内での練習が充実し、また、他のグル

ープのレッスンを見学することによって格段の進歩が見られる。最終日には終了コンサ
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ートを開催し、集中レッスンの成果を相互に確認している。毎年参加希望者が多いため、

オーディションを実施して参加グループを選抜している。 

  過去 5 年間の講師陣と参加グループ数は次の通りである。 

 

平成 16(2004)年度(受講グループ：20 組)  

マーティン・ビーヴァー（東京クァルテット 第 1 ヴァイオリン） 

池田 菊衛（東京クァルテット 第 2 ヴァイオリン） 

磯村 和英（東京クァルテット ヴィオラ） 

クリーヴ・グリーンスミス（東京クァルテット チェロ） 

原田 幸一郎（本学教授、ヴァイオリン） 

毛利 伯郎（本学教授、チェロ） 

野島 稔（桐朋学園大学院大学教授、ピアノ） 

平成 17(2005)年度(受講グループ：20 組) 

マーティン・ビーヴァー（東京クァルテット 第 1 ヴァイオリン） 

池田 菊衛（東京クァルテット 第 2 ヴァイオリン） 

磯村 和英（東京クァルテット ヴィオラ） 

クリーヴ・グリーンスミス（東京クァルテット チェロ） 

原田 幸一郎（本学教授、ヴァイオリン） 

毛利 伯郎（本学教授、チェロ） 

野島 稔（桐朋学園大学院大学教授、ピアノ） 

平成 18(2006)年度(受講グループ：21 組)  

マーティン・ビーヴァー（東京クァルテット 第 1 ヴァイオリン） 

池田 菊衛（東京クァルテット 第 2 ヴァイオリン） 

磯村 和英（東京クァルテット ヴィオラ） 

クリーヴ・グリーンスミス（東京クァルテット チェロ） 

毛利 伯郎（本学教授、チェロ） 

藤原 浜雄（桐朋学園大学院大学教授、ヴァイオリン）   

加藤 知子（本学教授、ヴァイオリン）       

三上 桂子（本学教授、ピアノ）     

平成 19(2007)年度(受講グループ：22 組)  

マーティン・ビーヴァー（東京クァルテット 第 1 ヴァイオリン） 

池田 菊衛（東京クァルテット 第 2 ヴァイオリン） 

磯村 和英（東京クァルテット ヴィオラ） 

クリーヴ・グリーンスミス（東京クァルテット チェロ） 

原田 幸一郎（本学教授、ヴァイオリン） 

毛利 伯郎（本学教授、チェロ） 

三上 桂子（本学教授、ピアノ）     

平成 20(2008)年度(受講グループ：22 組)  

マーティン・ビーヴァー（東京クァルテット 第 1 ヴァイオリン） 

池田 菊衛（東京クァルテット 第 2 ヴァイオリン） 
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磯村 和英（東京クァルテット ヴィオラ） 

クリーヴ・グリーンスミス（東京クァルテット チェロ） 

毛利 伯郎（本学教授、チェロ） 

藤原 浜雄（桐朋学園大学院大学教授、ヴァイオリン）          

岩崎 洸 （桐朋学園大学院大学教授、チェロ）       

三上 桂子（本学教授、ピアノ）     

久保 陽子（東京音楽大学教授、ヴァイオリン）  

矢部 達哉（上野学園大学教授、ヴァイオリン）  

 

② 富山ピアノマスタークラス 

  毎年 3 月末から 4 月初めにピアノ専攻生のためにピアノマスタークラスを開催してお

り、平成 21(2009)年には 13 回目を迎えた。平成 21(2009)年は 3 月 28 日から 30 日まで

の 3 日間に、ジャン＝マリー・コテ氏（パリ国立地方音楽院教授）と伊藤恵氏（東京藝

術大学准教授）を、3 月 31 日から 4 月 2 日までの 3 日間には、パスカル・ドゥヴァイ

ヨン氏（ベルリン芸術大学教授）とクラウス・ヘルヴィッヒ氏（ベルリン芸術大学教授）

を講師として招き、集中的にレッスンが行われた。各コース 10 人を定員とし、合計 40

人が参加できる。また、外部からの聴講も可としている。 

  本クラスへの参加には実技担当教師の推薦が必要となる。参加希望者は多く、学年・

受講曲目等により受講生を決定している。前項・富山室内楽特別講座でも述べたが、集

中的にレッスンが行われること、他のレッスンを見学すること等が参加者の大きな進歩

につながっている。終了コンサートも開催される。 

  過去 5 年間の講師陣は次の通りである。 

 

平成 17(2005)年度 

クラウス・ヘルヴィッヒ(ベルリン国立芸術大学教授) 

ウィレム・ブロンズ(アムステルダム音楽院教授) 

平成 18(2006)年度 

エリッヒ・アンドレアス(ベルリン芸術大学教授) 

アンジャイ・ヤシンスキー(カトヴィツェ・シマノフスキ・アカデミー教授) 

平成 19(2007)年度 

ジョルジュ・ナードル(リスト音楽院教授) 

オリビエ・ギャルドン(パリ市立音楽院教授) 

ブルーノ・リグット(パリ国立音楽院教授) 

平成 20(2008)年度 

ジョルジュ・ナードル(リスト音楽院教授) 

平成 21(2009)年度 

伊藤 恵(東京芸術大学准教授) 

ジャン＝マリー・コテ(パリ国立地方音楽院教授) 

パスカル・ドゥヴァイヨン(ベルリン芸術大学教授) 

クラウス・ヘルヴィッヒ(ベルリン芸術大学教授) 


