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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 

１．建学の精神 

我が国の音楽系高等教育機関は国際的な視野で見た場合、まだ欧米文化の受容の域を

出ていないのが現状である。西洋音楽を学んだ大学学部生が国際的に通用するさらに高

度な音楽能力と教養を身につけるには、大学院教育が不可欠であることは言うまでも

ない。 

本学は、これまで我が国の先端的な音楽教育を実践してきた「桐朋学園大学」におけ

る音楽教育の経験を基礎に、音楽専門の大学院教育は今後どのように行われるべきか、

大学院教育によって世界の音楽文化にいかに寄与するかという大きな視点から開設され

た。その教育は、芸術行為・音楽実践の原点に立ち返り、「演奏の様式性の獲得」と「感

性教育の実践」を根本におき、建学の精神とする。 

 

２．大学の目的 

本学は、建学の精神に基づき、学則に「桐朋学園大学院大学は、音楽芸術の演奏と学

術的理論及びその応用について教育研究し、芸術文化に関する幅広い識見と卓越した能

力及び創造性ゆたかな芸術的感性を養い、もって文化の進展に寄与することを目的とす

る。」と定め、音楽表現の無限の多様性を感受し、表現することのできる教養ある音楽家

を育成することにより、国際的に貢献することを目的としている。 

 

３．大学の個性・特色 

 本学は、次に挙げる教育の特色を展開し、建学の精神、目的を具現化している。 

 

・ ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ及びチェロの「重奏研究」を柱とし、専攻実 

   技とともに実技教育における重層かつ多様なカリキュラムを構成している。 

・ アンサンブルのパートナーを、一流の演奏家である教員が務めるなど、実践的 

な高い教育効果を狙っている。 

・ 講座系の授業を実習系の科目に深く関連させることにより、学生の多岐にわた 

る研究課題に十分に応じられるようにしている。 

・ 教育の柱である「重奏研究」指導においては、ピアノ、ヴァイオリン、チェロ 

  及び作曲・理論の複数の教員が、それぞれの専門的見地から学生指導にあたっ 

  ている。 

 ・ 実技教育においては、マンツーマンのレッスンを基本としながらも、楽器に偏 

   ることなく、全教員からレッスンを受けられる教育カリキュラムの実践を行な 

っている。 

・ 「オーケストラによるコンチェルト実習」では、附属の桐朋オーケストラ•アカ 

デミーとの教育連携により 、２年次第Ⅰ期（前期）において全員にソリストと 

してオーケストラ伴奏によって独奏する機会を与えている。 

また、演奏は公開授業として一般に公開している。 
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・ 修了までに３回のリサイタル（１年次／リサイタルⅠ、２年次／リサイタルⅡ 

および修士リサイタル）の開催を必修科目として課し、各プログラムについて 

の解説を執筆することにより、楽曲についての細かな分析に基づいた演奏がで 

きるようにしている。 

なお、リサイタルはすべて一般に公開している。 

・ アンサンブル室に、スタインウェイ社製フルコンサート仕様グランドピアノを 

  配置し、コンサート会場と同様の環境で、学生が自由に学べる環境を提供して 

いる。 
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Ⅱ．沿革と現況 

 

１．本学の沿革 

桐朋学園大学院大学は、「学校法人桐朋学園」を構成する「音楽部門」に属する。 

「桐朋学園音楽部門」は、昭和 27(1952)年に学校法人桐朋学園桐朋女子高等学校に音

楽科が設置されてから、学校法人桐朋学園の一部門としてその教育の歴史を刻むことと

なった。 

学校法人桐朋学園は現在、「男子部門」、「女子部門」、「音楽部門」の３つの学校群から

構成される法人であり、軍人の子女の教育を目的に山下亀三郎氏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している。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、それぞれ新しいス

タートを切った。 

戦後の日本は、焦土と化した荒廃のなかから、限りない人間の理想と希望と健康な社

会を目指して新たな歩みを始めた。桐朋学園音楽部門の音楽教育もまた、そうした戦後

の息吹を受け「新たな音楽教育」を基本理念として生まれた。 

桐朋学園音楽部門は、昭和 23(1948)年に市ヶ谷に開設された「子供のための音楽教室」

を礎とする。音楽教室の創設者たちは、子供たちの限りない才能を大切にし、そしてそ

れを育み、未来を創り出すことに努めた。桐朋学園音楽部門の原点は子供の早期教育に

ある。子供のなかに限りない未来の可能性を引き出すことにこそ、教育の未来があると

いう思想から音楽部門の教育は始まった。 

この音楽教室を土台に、昭和 27(1952)年に学校法人桐朋学園の桐朋女子高等学校に音

楽科が併設され、その後、桐朋学園短期大学、４年制の桐朋学園大学と発展し、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（現在、桐朋学園大学

院大学・桐朋学園大学音楽学部附属の教育研究機関）を開設した。平成 11(1999)年、我

が国初の芸術系独立大学院として桐朋学園大学院大学を同じく富山市に開設した。 

 なお、本学の沿革をまとめると、次のとおりである。 

 

昭和 15(1940)年 11 月 山下汽船株式会社社長山下亀三郎氏の寄付金を基に、財団法人 

山水育英会設立認可。 
 

昭和 16(1941)年 ４月 財団法人山水中学校（国立に山水中学校、大阪に第二山水中学 

校を開設。なお、第二山水中学校は昭和 21(1946)年 12 月に分 

離）、山水高等女学校（調布市仙川）設立。 
 

昭和 22(1947)年 ３月 財団法人山水中学校、山水高等女学校解散。 

４月 財団法人桐朋学園設立。桐朋第一中学校、桐朋第二中学校開設。 
 

昭和 23(1948)年 ４月 桐朋高等学校、桐朋女子高等学校開設。桐朋第一中学校を桐朋 

中学校に、桐朋第二中学校を桐朋女子中学校に名称変更。 

        10 月 子供のための音楽教室を市ケ谷の東京家政学院内に開設。 
 

昭和 26(1951)年 ３月 財団法人桐朋学園を学校法人桐朋学園に組織変更認可。 
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昭和 27(1952)年 ４月 桐朋女子高等学校に音楽科（共学）併設。 

昭和 30(1955)年 ４月 桐朋学園短期大学音楽科開設。 
 

昭和 36(1961)年 ４月 桐朋学園短期大学音楽科を改組し、桐朋学園大学音楽学部開設。 
 

平成 ７(1995)年 ９月 桐朋オーケストラ・アカデミー開設。 
 

平成 11(1999)年 ４月 桐朋学園大学院大学音楽研究科開設。 

 

 

２．本学の現況 

・大学名 

 桐朋学園大学院大学 

 

・所在地 

 〒930-0138 富山県富山市呉羽町 1884-17 

 

・学部構成 

 音楽研究科演奏研究専攻（修士課程） 

 

・学生数、教員数、職員数 

 平成 28(2016)年５月１日現在の【学生数】、【教員数】、【職員数】は、次のとおりである。 

 

【学生数】                                （人） 

入学定員 収容定員 学生総数 第１年次 第２年次 

10 20 21 ８ 13 

 

【教員数】                               （人） 

学 長 専任教授 非常勤教員 

１ ５ ５ 

 

【職員数】             （人） 

専任職員 嘱託職員 

  

４ ３ 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1 の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

 

（1）1－1 の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

本学は建学の精神として、次の２項目を掲げている。 

 

  Ⅰ．演奏の様式性の獲得 

作曲家は、あらゆる分野の事象や人間の多様で複雑な感情を、音楽を通して表

現している。作曲家の残した作品を演奏する上で、その作品を理解するために

は、作曲家の生きた時代背景、気候風土、生活習慣、民族性、言語、宗教観な

どを基に、文化・芸術における幅広い見識を持たなければならない。そして個々

の作曲家の音楽語法や作品の本質を正しく理解し、演奏に反映させて行くこと

が音楽家の使命であると考える。楽譜に書かれた音が、そうした研究・研鑽に

よる技能・洞察によって実現され、表現されたものが、様式性を伴った演奏ス

タイルとしての価値を確立することが出来る。 

 

  Ⅱ．感性教育の実践 

音楽家の感性とは、音楽作品の芸術的価値や発想の原点、そして旋律、リズム、

響き、造形など様々な要素の卓越した素晴らしさに直接的に反応することであ

り、鋭敏に感じ取る情操としての「耳」を備えていることである。また、音楽

作品の隅々に潜む優れた創造性や斬新な閃きに感応し、その稀有な時間・空間の

感動を伝えたいという情動を有することである。演奏を通して、その音楽作品

の真の姿、在るべき音を感じ取り、実現してゆく能力を養い、音楽家としての

自負と歓びを促し、より良き表現者としての道を指し示そうとするものである。 

 

この２項目を踏まえ、「桐朋学園大学院大学学則」第 1 条に「本学は、音楽芸術の演奏

と学術的理論及びその応用について教育研究し、芸術文化に関する幅広い識見と卓越し

た能力及び創造性ゆたかな芸術的感性を養い、もって文化の進展に寄与することを目的

とする。」と明記している。 

また、目的を達成するための教育の柱と位置付けている「重奏研究」においては、一

流の演奏家である教員が学生のパートナーを務め、「オーケストラによるコンチェルト実
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習」では、全学生が独奏者としてオーケストラと協演することで、それぞれの「個」と

「個」が共同して実践する音楽表現の無限の多様性を感受し、表現することのできる教

養ある音楽家を育成するための教育研究活動を行っており、本学の使命・目的及び教育

目的については、その内容を具体的かつ明確に示している。 

 

【資料 1-1-1 桐朋学園大学院大学学則】 

【資料 1-1-2 重奏組み合わせ表】 

【資料 1-1-3 コンチェルト実習チラシ及びプログラム】 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

前述のとおり、本学の建学の精神は「演奏の様式性の獲得」と「感性教育の実践」と

いう文言をもって文章化している、また、教育研究上の目的は、「桐朋学園大学院大学学

則」第１条に「本学は、音楽芸術の演奏と学術的理論及びその応用について教育研究し、

芸術文化に関する幅広い識見と卓越した能力及び創造性ゆたかな芸術的感性を養い、も

って文化の進展に寄与することを目的とする。」と明記し、具体的かつ簡潔に文章化して

いる。 

 

【資料 1-1-4 桐朋学園音楽部門 富山キャンパス学校案内】 

【資料 1-1-5 桐朋学園大学院大学 学生募集要項】 

【資料 1-1-6 桐朋学園音楽部門 ホームページ】 

 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

今後とも引続き「自己点検・評価委員会」、「研究科委員会」を中心として検討を続け、

本学の使命・目的達成のため、社会の変化に対応し必要な見直しに取組んでいく。 

 

 

 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2 の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

変化への対応 

 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

本学は、建学の精神（Ⅰ．演奏の様式性の獲得、Ⅱ．感性教育の実践）を踏まえた目
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的（音楽芸術の演奏と学術的理論及びその応用について教育研究し、芸術文化に関する

幅広い識見と卓越した能力及び創造性ゆたかな芸術的感性を養い、もって文化の進展に

寄与すること）達成のため、教育の柱と位置付けている「重奏研究」においては、「一流

の演奏家である教員が学生のパートナーを務めること」、「オーケストラによるコンチェ

ルト実習」においては、「全学生が独奏者としてオーケストラと協演すること」による実

践的な教育研究を特色として明示している。 

 

【資料 1-2-1 重奏組み合わせ表】 

【資料 1-2-2 コンチェルト実習 前期チラシ及びプログラム】 

 

1-2-② 法令への適合 

本学は「1-1-①」で記述したとおり、使命・目的及び教育目的を、「桐朋学園大学院大

学学則」第１条に定めている。これは学校教育法第 99 条第１項「大学院は、学術の理論

及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担う

ための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。」の

定めに則している。 

 

【資料 1-2-3 桐朋学園大学院大学学則】 

 

1-2-③ 変化への対応 

教育機関を取り巻く環境は日々変化している。その変化とは、常により良き教育の場を

模索して行こうとする向上的な精神に基づくものであり、教員は建設的な意識を持って最

良の指導の在り方を追求し、カリキュラムを編成しなければならない。 

平成 24(2012)年度に、それまで自由選択科目（修了に必要な単位ではない付加単位）

としていた「ピアノ二重奏レパートリー研究」を重奏研究（ピアノ専攻）の必修科目と

し、「弦楽器専攻実技マスタークラス」を弦楽器専攻生の選択科目とするなど、学生のニ

ーズに答えられるようカリキュラムの改正を行った。 

平成 27(2015)年度には、重奏研究の一環として行っていた「リサイタル」を、単独の

必修科目「リサイタルⅠ」、「リサイタルⅡ」とし、専攻実技を 24 時間３単位から 32 時

間４単位に改正することで、主任指導教員の下、独奏の分野においても専攻楽器の演奏

研究が十分行えるようにした。 

また、本学における近年の変革の代表的なものとして、修了審査の方法を、それまで

の［修士論文による審査］のみから、新たに［修士演奏による審査］を加え、２つの方

法から選択できるように改正した事が挙げられる。 

もとより演奏芸術は実践を通して行なう芸術行為であり、論文のみによる修了審査に

加えて、記述された「言葉」を裏づける「演奏行為」の実践的研究を促進させる必要か

ら、上記改正は行なわれたものである。但し、[修士演奏による審査]を選択した学生に

は、確かな自分の「言葉」と学術的で高度な楽曲分析に基づいて記述された研究レポー

ト（楽曲解説文）の執筆が義務づけられている。 
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【資料 1-2-4 カリキュラムの概要】 

【資料 1-2-5 桐朋学園音楽部門 ホームページ】 

【資料 1-2-6 桐朋学園音楽部門 富山キャンパス学校案内】 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

高等教育機関を取り巻く環境は、今後さらに複雑化し多様化することが予測され、学

校に求められる役割も変化していく。これらの変化に対応した教育研究活動を行うべく

「研究科委員会」において検討し、必要な見直しに取組んでいく。 

 

 

 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3 の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

 

（1）1－3 の自己判定 

基準項目 1－3 を満たしている。 

 

（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

毎月開催されている研究科委員会において、建学の精神、使命・目的を踏まえた教育

研究活動について協議が行われ、また、月に数回行われている職員ミーティングにおい

ても時に応じ、建学の精神、使命・目的を踏まえた各部署の業務の在り方等を協議して

おり、これらの機会を通して教職員の理解と支持を得ている。 

役員には、就任に際し「寄附行為」を提示し、「寄附行為」に基づき開催される理事会

に対し、中期計画や事業計画の策定並びに教育研究上の目的の見直し等を提議、説明し

ており、これらの機会を通して理解と支持を得ている。 

 

1-3-② 学内外への周知 

教職員に対しては「音楽部門規程集」、「学生便覧・履修案内」等において、建学の精

神、使命・目的について掲載し周知を図っており、学生に対しては、年度当初のオリエ

ンテーションにおいて「学生便覧・履修案内」により、さまざまな角度から、説明し周

知を図っている。 

また学外への媒体として、「学校案内書」、「学生募集要項」、さらにホームページ上に

おいても周知を図っている。 
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【資料 1-3-1 桐朋学園大学院大学学則】 

【資料 1-3-2 桐朋学園大学院大学 学生便覧・履修案内】 

【資料 1-3-3 桐朋学園音楽部門 富山キャンパス学校案内】 

【資料 1-3-4 桐朋学園大学院大学 学生募集要項】 

【資料 1-3-5 桐朋学園音楽部門 ホームページ】 

 

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

 Ａ．中長期的計画への反映 

本学は、平成 28(2016)年度からの 5 年間にわたる「桐朋学園音楽部門富山キャンパス

中期計画」を、平成 27(2015)年度に策定した。 

この中期計画の内容は、建学の精神並びに使命・目的を十分に踏まえたものとなって

おり、目的を「本学の建学の精神並びに使命・目的に基づき、教育研究の充実を図るた

めの計画を策定し、これを実現することにより、本学の発展並びに地域の文化振興を図

ることを目的とする。」と定め、「富山キャンパス会議」において承認を得た。 

 

【資料 1-3-6 桐朋学園音楽部門 富山キャンパス 中期計画】 

 

Ｂ．3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

 

【アドミッション・ポリシー】                    

本学は、芸術行為・音楽実践の原点に立ち返り「演奏の様式性の獲得」と「感性 

教育の実践」を建学の精神とし、将来「音楽表現の無限の多様性を感受し、表現 

することのできる教養ある音楽家として、国際的に活躍することのできる者」を 

学生として受け入れている。 

 

【カリキュラム・ポリシー】                     

本学のカリキュラム（教育課程）は、学生各個の主体的な研究活動を活かしつつ、 

個々に専攻する楽器について、より高度な演奏技能を深めるとともに、「重奏研究」 

「オーケストラとの協演によるコンチェルト実習」など、大学学部卒業後の研究 

にふさわしい多彩な内容となっている。とりわけ「重奏研究」においては、学生 

同士のペアのみならず、「指導教員との共演」による実技研究を特徴としており、 

多様な演奏様式と表現法が学修することができる。また、「作品分析」などの講座 

系の授業も実習系の科目に深く関連させながら、厳選されたプログラムによって、 

学生各個の主体的研究が効果的に行われるように編成されている。 

 

【ディプロマ・ポリシー】                      

以下の能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生は修了が認定される。 

・音楽表現の無限の多様性を感受し、表現することのできる教養ある音楽家と 

して、国際的に貢献することができる能力を身につけた学生 

 



桐朋学園大学院大学 

10 

・音楽芸術の分野で真のリーダーになれるよう研鑽を積み、世界の音楽文化に 

多大な貢献ができる能力を身につけた学生 

 

本学では、上記を３つの方針として掲げており、建学の精神、使命・目的及び教育目

的を反映した形となっている。 

 

【資料 1-3-7 桐朋学園音楽部門 富山キャンパス学校案内】 

【資料 1-3-8 桐朋学園大学院大学 学生募集要項】 

【資料 1-3-9 桐朋学園音楽部門 ホームページ】 

 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

 本学の教育研究組織の構成は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

Ａ．課程等 

   本学における課程は、修士課程とし、音楽研究科演奏研究専攻を置く。 

   平成 28(2016)年５月１日現在の在籍者数は、ピアノ 18 人、ヴァイオリン３人、 

   合計 21 人である。 

 

Ｂ．科目等履修生 

   本学は、授業科目の履修を希望する者を科目等履修生として受け入れている。 

   平成 28(2016)年５月１日現在の在籍者数は、ヴァイオリン１名であり、科目等履 

修生が履修できる科目は、次のとおりである。 

    ○ 専攻実技（ピアノ） 

    ○ 専攻実技（ヴァイオリン） 

    ○ 専攻実技（ヴィオラ） 

    ○ 専攻実技（チェロ） 

    ○ 西洋音楽概論 

 

 

 
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 

桐朋学園大学院大学 

附属図書館 

桐朋学園大学院大学音楽研究科 

演奏研究専攻（修士課程） 

○ ピアノ専攻 

○ ヴァイオリン専攻 

〇 ヴィオラ専攻 

○ チェロ専攻 

桐朋学園大学院大学音楽研究科 

科目等履修生 
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Ｃ．附属教育研究機関 

   本学の附属教育研究機関として、「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」を設置している。桐朋オーケストラ・アカ

デミーは、オーディション等によって選抜された、オーケストラ・アカデミーの演

奏研究活動に参加できる演奏水準を有する者に対し、さらに高度なオーケストラ

教育・アンサンブル教育を施し、また、オーケストラ演奏・アンサンブル演奏の

実践的研究を遂行することにより、優れた音楽家を育成することを目的としている。 

 

Ｄ．附属図書館 

   本学の附属図書館は、クラシック音楽系の資料を中心に収集されており、実技教

育に重点を置いた本学の教育の支援に十分な蔵書構成となっている。平成

28(2016)年５月１日現在の蔵書数は、図書（楽譜を含む）27,740 点、視聴覚資料

13,125 点、雑誌３タイトルである。資料はすべてデータベース化されており、イ

ンターネット上で公開しているＯＰＡＣ（On-line Public Access Catalog・オンラ

イン蔵書検索）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とな

っている。 

 

上記のとおり、本学の組織は有機的に関連し、機能している。特に附属教育研究機関で

ある桐朋オーケストラ・アカデミーとは、教育研究活動の重要な特色の一つである「オー

ケストラによるコンチェルト実習」を共催しており、理想的とも言える教育研究機構の

構築とその連携は、本学の使命・目的に整合している。 

 

【資料 1-3-10 桐朋アカデミー・オーケストラ 演奏会チラシ】 

 

（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的及び教育目的については、今後とも大学を取り巻くさまざまな変化

に対応すべく、「富山キャンパス会議」、「自己点検・評価委員会」、「研究科委員会」を中心

として検討を行っていく。 

 

 

［基準 1 の自己評価］ 

本学は、本学の目的を「桐朋学園大学院大学学則」第１条に定め、それぞれを簡潔な

文章で明文化しているが、今後も「自己点検・評価委員会」、「研究科委員会」を中心

として検討を行い、教育研究上の目的と併せ、改革・改善を推進する。 

本学の使命・目的及び教育目的の内容は、本学ホームページ、「学校案内書」等を通し

て学内外に周知しており、明確性、適切性のための取組みを適切に行っている。 
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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

（1）2－1 の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

 本学の入学者受け入れ方針は、芸術行為・音楽実践の原点に立ち返り「演奏の様式性

の獲得」と「感性教育の実践」を建学の精神とし、将来「音楽表現の無限の多様性を感

受し、表現することのできる教養ある音楽家として、国際的に活躍することのできる者」

を学生として受け入れているとして「アドミッション・ポリシー」に明確に定めており、

「学校案内書」、「学生募集要項」、さらにホームページ上においても周知を図っている。 

 

【資料 2-1-1 桐朋学園音楽部門 富山キャンパス学校案内】 

【資料 2-1-2 桐朋学園大学院大学 学生募集要項】 

【資料 2-1-3 桐朋学園音楽部門 ホームページ】 

 

 2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

本学は、前述の「アドミッション・ポリシー」に基づき、入学選抜においては、そ

の分野において顕在的、潜在的能力を有する者を「技術の到達度」、「表現力」、「感性」、

「個性」等の観点を主眼としつつ、音楽家・演奏家を目指して研鑽を積んで行く為の

必要な技術と教養、向学心と探究心を備えた者を積極的に受け入れている。研鑽を重

ねる上で土台となる必要な技術とは、大学（或いはそれに準ずる教育機関）卒業まで

にメソッドを伴った演奏法を体得し、ソルフェージュの訓練等によって培われた的確

な読譜能力と二重奏や室内楽を対象としたアンサンブル能力を有していることは元

より、音楽作品の基礎的な理論・分析の学習を修め、語学・音楽学等の基礎的知識を

身に付けていることである。 

入学志願者に対しては、情報提供及びその機会として「学校案内書」、「学生募集要項」

及びホームページへの掲載や、学生募集に関する学校説明会を実施し、学校概要、入学

試験、カリキュラム等について説明を行い、入学者選抜に関する指針及び本学が求める

学生像を明確にしている。 

 

【資料 2-1-4 桐朋学園大学院大学 学校説明会チラシ】 
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 2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

平成 28(2016)年５月１日現在の本学の収容定員、入学定員及び過去５年間の受験者数

及び入学者数は、次のとおりであり、適切に学生受入れ数が維持されている。 

 

収容定員  ･･････････  20 人（１年次 10 人、２年次 10 人） 

入学定員  ･･････････  10 人 

一般入試受験者数 ･･･   平成 24(2012)年度 16 人、平成 25(2013)年度 12 人 

平成 26(2014)年度 13 人、平成 27(2015)年度 13 人 

平成 28(2016)年度９人 

特待生入試受験者数 ･･･  平成 27(2015)年度５人、平成 28(2016)年度２人 

入学者数  ･･････････  平成 24(2012)年度 11 人、平成 25(2013)年度 10 人 

平成 26(2014)年度 12 人、平成 27(2015)年度 12 人 

平成 28(2016)年度８人 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

入学者受入れ方針の情報発信の手法について、「研究科委員会」において、さらなる検

討を加え、入学希望者並びに広く社会に向けて浸透を図る。 

また、より質の高い入学者を確保するため、入学者選抜方法及び入学試験運用の仕組

みについて、同委員会でさらなる検討を加える。 

 

 

 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

 

（1）2－2 の自己判定 

基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

本学は、学則第１条に定めた教育目的「桐朋学園大学院大学は、音楽芸術の演奏と学

術的理論及びその応用について教育研究し、芸術文化に関する幅広い識見と卓越した能

力及び創造性ゆたかな芸術的感性を養い、もって文化の進展に寄与することを目的とす

る。」を踏まえ、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）を次のとおり定めており、

「履修案内」、「学校案内書」、「学生募集要項」に記載するとともに、ホームページ上に

おいても公表し、広く学内外に周知を図っている。 

 



桐朋学園大学院大学 

14 

【カリキュラム・ポリシー】                     

本学のカリキュラム（教育課程）は、学生各個の主体的な研究活動を活かしつつ、

個々に専攻する楽器について、より高度な演奏技能を深めるとともに、「重奏研究」

「オーケストラとの協演によるコンチェルト実習」など、大学学部卒業後の研究に

ふさわしい多彩な内容となっている。とりわけ「重奏研究」においては、学生同士

のペアのみならず、「指導教員との共演」による実技研究を特徴としており、多様な

演奏様式と表現法が学修することができる。また、「作品分析」などの講座系の授業

も実習系の科目に深く関連させながら、厳選されたプログラムによって、学生各個

の主体的研究が効果的に行われるように編成されている。 

 

【資料 2-2-1 桐朋学園大学院大学 履修案内】 

【資料 2-2-2 桐朋学園音楽部門 富山キャンパス学校案内】 

【資料 2-2-3 桐朋学園大学院大学 学生募集要項】 

【資料 2-2-4 桐朋学園音楽部門 ホームページ】 

 

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

Ａ．教育課程の体系的編成 

本学の教育課程は、教育課程編成方針に基づき次の【授業科目等一覧】のとおり編成

している。 

 

【授業科目等一覧】 
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Ｂ．教授方法の工夫・開発 

ａ．専攻実技 

楽器の演奏技術は、日々の訓練（練習）によって修得され、絶えず研鑽を積み重

ね磨いて行かなければならない。また、技術面だけではなく、作曲者や作品の様

式、感性、意図等までも汲み取り、表現するための知識と教養を深めることも、

大学院の研究においては非常に重要である。 

本学の専攻実技では、各専攻楽器の演奏技術を練磨し、より深い音楽表現の可能

性を探究しつつ、学生個々の音楽性を高めるためにマンツーマンのレッスンを基

本としながらも、楽器に偏ることなく、全教員がレッスンを担当しており、優秀

な音楽家の育成、演奏の様式性の獲得を目指した教育が行われている。 

 

ｂ．重奏研究 

   本学の教育の柱である「重奏研究」は、さまざまなアンサンブルのパートナーを、

一流の演奏家である教員が務める等、それぞれのジャンルに即したより実践的な高

い教育効果を狙えるようになっている。研究指導においては、ピアノとヴァイオリ

ンまたはピアノとチェロの複数の教員及び作品分析の指導教員による課題曲の分

析など、それぞれの見地から学生指導にあたっている。また、研究成果の発表の場

として「重奏研究 二重奏コンサート」、「重奏研究 室内楽コンサート」を開催し、

一般聴衆の前で教員と共演できる機会を設けることで、より実践的な教育が行える

ようにしている。 

 

【資料 2-2-5 桐朋学園大学院大学 重奏研究コンサートチラシ及びプログラム】 
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 ｃ．コンチェルト実習 

「オーケストラによるコンチェルト実習」では、オーケストラとのアンサンブル、

指揮者とのコンタクトの取り方等について、 全専任教員及び指揮者（特別招聘教

授）が豊富な経験を基に、指導にあたっている。２年次第Ⅰ期（前期）において

は、全員がソリストとしてオーケストラ伴奏によって独奏する機会を与え、演奏

は公開授業として一般に公開している。第Ⅱ期（後期）は、オーディションによ

って選抜された学生が、附属教育機関の「桐朋オーケストラ・アカデミー」の定

期公演でソリストを務めることとなっている。 

 

【資料 2-2-6 コンチェルト実習チラシ及びプログラム】 

 

 ｄ．リサイタル 

修了までに３回のリサイタル（１年次 リサイタルⅠ、２年次 リサイタルⅡ及び

修士リサイタル）の開催を必修科目として課し、各主任指導教員が指導にあたっ

ている。また、毎回、各演奏プログラムについての解説を楽曲研究基礎担当教員

の指導の下、執筆させることにより、楽曲についての細かな分析に基づいた演奏

ができるようにしている。なお、リサイタルはすべて一般公開となっている。 

 

【資料 2-2-7 リサイタル プログラム】 

 

 e．作品分析等座学系科目 

基礎和声法・対位法の理論を根底においた音楽素材の講義・演習を行っており、楽

式論に基づいた構造分析、動機・主題の活用と展開など、楽曲の作りを細部に渡っ

て解説している。扱う作品はルネサンス・バロックから近現代に渡り、それぞれの

時代様式や作曲家の語法、特徴的なカデンツ進行、音組織の要約を、オリジナルテ

キスト等を用いて論述し、学生の演奏による二重奏曲、室内楽曲も授業内で取り上

げ、机上の理論に留まらない、実際の音楽、演奏を通しての分析力の活かし方を研

究・考察している。 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も「研究科委員会」および「ファカルティ・ディベロップメント委員会」を中心

として、教育課程の編成および教授方法についての検討を行い、必要な見直しに取組ん

でいく。 

 

 

 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3 の視点≫ 

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

 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

及び授業支援の充実 

年度当初のオリエンテーションにおいて、研究科長による教育内容及び評価方法等に

ついての説明はもとより、教員及び事務部関係各所が連携し、修学に必要なそれぞれの

部署の所掌事項を説明している。これに併せて、オフィスアワーを各月教授会開催日に

設置し、各研究室にて教員が対応できるようにしている他、事務部教学課では、随時、

履修に関すること等、学生の様々な相談に対応できる機会を設けている。 

また、学生の学修及び授業支援に対する意見等を汲上げる仕組みとして、学生による

「授業評価調査」を実施しさまざまな意見や要望を汲上げており、本調査結果を「自己

点検・評価委員会」及び「研究科委員会」で検討し、必要に応じて解決を図っている。 

なお、本学は収容定員 20 人、専任教員５人の小規模な大学のため、TA(Teaching 

Assistant)制度は導入していない。 

 

 【資料 2-3-1 桐朋学園大学院大学 学生便覧・履修案内】 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

これまで、学修支援及び授業支援については、教員と教学課が連携して対応してきた

が、今後も適切な指導が行えるよう教員と事務部が一体となった支援体制を作り、学生

のニーズに即応するための新たな仕組みや将来的な TA の活用等について「自己点検・評

価委員会」及び「研究科委員会」において検討を重ねていく。 

 

 

 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4 の視点≫ 

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

 

（1）2－4 の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

Ａ．学位授与の方針 
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本学では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を次のとおり定めており、「学校

案内書」、「学生募集要項」に記載するとともに、ホームページ上においても公表し、広

く学内外に周知を図っている。 

 

【ディプロマ・ポリシー】 

以下の能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生は修了が認定される。 

・音楽表現の無限の多様性を感受し、表現することのできる教養ある音楽家として 

国際的に貢献することができる能力を身につけた学生 

・音楽芸術の分野で真のリーダーになれるよう研鑽を積み、世界の音楽文化に多大 

な貢献ができる能力を身につけた学生 

 

【資料 2-4-1 桐朋学園音楽部門 富山キャンパス学校案内】 

【資料 2-4-2 桐朋学園大学院大学 学生募集要項】 

【資料 2-4-3 桐朋学園音楽部門 ホームページ】 

 

Ｂ．単位認定 

教育課程（カリキュラム）に基づき登録した授業科目の、本学の学位授与の方針（デ

ィプロマ・ポリシー）に沿った単位の認定については、次のとおり「桐朋学園大学院大

学履修・研究指導規程」の第６条に定めている。 

 

【桐朋学園大学院大学履修・研究指導規程】 
 

（授業科目履修の認定） 

第６条 授業科目の履修の認定は、次のとおりとする。 

（１）修士リサイタル等及び年度当初においてあらかじめ演奏試験とする旨を指定され 

   た科目については、演奏試験による。 

（２）前号以外の科目については、試験、小論文、レポート又は授業内での研究成果の 

   発表等による。 

（３）演奏試験以外の試験、小論文又はレポートの成績は、100 点を満点とする点数に 

よって評価し、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。この場合、次の基準に 

より優、良、可又は不可をもって表すことができる。 
 

80 点以上 優 

70 点～79 点 良 

60 点～69 点 可 

59 点以下 不可 
 

（４）授業内での研究成果の発表等、前号の点数によって評価し難い場合は、合格又は 

   不合格による評価をすることができる。 

（５）演奏試験の成績は、100 点を満点とする点数によって評価し、80 点以上を合格、 

   79 点以下を不合格とする。 

（６）第３号から前号により合格とされた者には、所定の単位を与える。 
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（７）特定の科目を除き、重ねて単位は付与されないが、既に単位を修得した授業科目 

を再履修することはできる。 

 

【資料 2-4-4 桐朋学園大学院大学履修・研究指導規程】 

 

Ｃ．修了要件および修了認定 

本学の修了要件は、次のとおり、「桐朋学園大学院大学学則」第 28 条に、２年以上在

学して 30 単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文又は修士演奏の

審査及び試験に合格することと定め、修了認定及び学位の授与は同第 29 条に、研究科委

員会の議を経て学長が認定すると定めている。 

 

 【桐朋学園大学院大学学則】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 2-4-5 桐朋学園大学院大学学則】 

 

Ｄ．シラバス 

シラバスは、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、開講される授

業の修学上の指針となる内容を明確に示すとともに、厳格な評価を行うための評価基準

を記載している。 

 

【資料 2-4-6 桐朋学園大学院大学 履修案内】 

 

上記に記述したとおり、単位認定及び修了認定については、その基準が明確化され、

厳正に適用している。 

 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学の単位認定及び修了認定は、厳正かつ公正に行っているが、より評価基準を明確

に示す方策について、今後とも「研究科委員会」で検討を行う。 

 

 

 

 

（修了要件) 

第 28 条 修士課程の修了要件は、本学に２年以上在学し、30 単位以上を修得し、 

かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文又は修士演奏の審査及び試験に合格する 

こととする。 

 

 （課程の修了認定及び学位の授与） 

第 29 条 修士課程の修了は、研究科委員会の議を経て、学長が認定する。 

２ 本学において、修士課程を修了した者には、修士の学位を授与する。  

３ 修士課程の修了審査並びに学位に関する規程は、別に定める。 
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2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5 の視点≫ 

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

 

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

演奏家を目指す学生にとっては、一般聴衆の前での演奏がキャリア教育と言える。 

 本学は音楽専門の大学院であるため、さまざまな演奏依頼があり、学生を演奏の現場

に派遣している。これらは修学の成果を学内外で発表できると同時に、職業演奏家とし

ての活動を実体験できる貴重な機会を得ていることとなる。また、授業の一環として、公

開のリサイタル等を実施し、そのプログラムを作成することを含め、演奏家としての貴

重な体験の一つになっている。具体的な主な事例は、次のとおりである。 

 

〇オーケストラとの共演（コンチェルト実習及びオーケストラ演習） 

〇公開リサイタル（リサイタルⅠ、リサイタルⅡ及び修士リサイタル） 

〇重奏研究コンサート（重奏研究 二重奏及び室内楽コンサート） 

〇各施設への出向演奏会（カリキュラム外） 

〇富山市他からの依頼による演奏会（カリキュラム外） 

 

 【資料 2-5-1 オーケストラ演奏会チラシ及びプログラム】 

 【資料 2-5-2 リサイタル チラシ】 

 【資料 2-5-3 桐朋学園大学院大学 重奏研究コンサートチラシ】 

 【資料 2-5-4 出向演奏会記録】 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

本学において、プロの音楽家あるいは教育者に必要なことを学ぶ機会は十分に提供さ

れているが、現在の日本の音楽界では、演奏家や教育者としての活躍の場が十分に確保

されているとは言い難い。将来の予測が困難な社会的状況は、学生に不安を与えている

側面もある。本学が提供するキャリア教育が実を結ぶためにも、社会的・職業的自立に

関する指導のための体制を「研究科委員会」において検討し、構築する。 

 

 

 

 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6 の視点≫ 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 
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2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

本学では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に則り、「研究科委員会」にお

いて修了判定を厳正に行い、教育目的の達成状況を確認している。 

また、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）に沿って開講する授業科目のシ

ラバスに、成績評価について定め、評価基準に従って評価していることから、修了要件

を満たしていれば、教育目的を達成しているものと判定している。 

 この他、学生による「授業評価調査」には、開講科目のすべてを対象として、教育目

的の達成状況等に関する設問を設けており、この結果からも教育目的の達成状況の点検 

・評価を行っている。 

 

【資料2-6-1 授業評価調査集計報告】 

 

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

学生による「授業評価調査」の結果について、各アンケート項目に関する集計報告を

「自己点検・評価委員会」及び「研究科委員会」で分析の上、教育内容・方法及び学修

指導等の改善策を討議し教育指導にフィードバックしている。 

 

【資料2-6-2 自己点検・評価委員会 報告書】 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

学生による「授業評価調査」の実施ごとに、教育内容・方法等の改善・向上が図られ

ているが、今後も「自己点検・評価委員会」および「研究科委員会」で検討し、さらに

改善・向上を図り、教育指導にフィードバックするとともに、学生に対して、さまざま

な機会を通して十分な学修時間を確保するよう指導を行う。 

 

 

 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 
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（1）2－7 の自己判定 

基準項目 2－7 を満たしている。 

 

（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

Ａ．学生生活支援 

本学は、学生生活支援に関わる次の事項の審議、調整、立案及び決定を「研究科委員

会」が行っている。 

・学生寮に関する事項 

・奨学金に関する事項 

・学生相談及び学生カウンセリングに関する事項 

・その他の学生生活支援に関する事項 

 

また、学生生活支援に関わる窓口として、「教学課」が次の業務を所轄している。 

・学生への各種証明書または証書の発行に関する事項 

・奨学金に関する事項 

・拾得物に関する事項 

・学生への就職・アルバイト紹介等に関する事項 

・学生寮の生活指導に関する事項 

・学生の健康管理に関する事項 

・学生の福利厚生に関する事項 

・学生の生活に関する各種情報の提供に関する事項 

 

「研究科委員会」と「教学課」は連携を取りながら、オリエンテーション、窓口個別相

談、課外活動への支援、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、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、さまざまな学

生生活支援を行っている。 

 

Ｂ．健康診断、心的支援 

本学の学生の健康管理は、毎年４月に行っている健康診断（身長、体重、視力、聴力、

尿検査、血圧、胸部レントゲン）の結果に基づき、学校医（内科 1 名）が、６月に問診

を行い対応している。 

過去５年間の受診状況は、次の【定期健康診断受診状況】のとおりである。 

 

【定期健康診断受診状況】 

年 度 
平成 24 

(2012)年度 

平成 25 

(2013)年度 

平成 26 

(2014)年度 

平成 27 

(2015)年度 

平成 28 

(2016)年度 

受診率 78％ 86％ 90％ 71％ 74％ 
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 定期健康診断の結果は、全学生に通知している。再検査や精密検査が必要な学生につ

いては、学校医と連携して、適切に対応している。 

 

学生の心的支援に関する専用の相談室は、本学ではオフィスアワーを設置し、専任教員

が対応している他、桐朋学園大学内にある「学生相談室」（看護師３人、認定カウンセラー

1人の専門スタッフが相談に応じている）と連携して対応している。 

「学生相談室」については、学生便覧及びパンフレットを配布し周知を図っている。 

 

【資料 2-7-1 桐朋学園大学院大学 学生便覧・履修案内】 

【資料 2-7-2 桐朋学園音楽部門 学生相談室だより】 

 

Ｃ．奨学金制度等による経済的支援 

学生支援のための奨学金は、本学独自の給付奨学金と、その他地方自治体及び民間の

奨学金があり、経済的支援及び学業奨励を目的としている。 

ａ．学内奨学金 

 ① 桐朋学園大学院大学奨学金 

 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２

割、４割、６割、10 割を給付している。毎年、日本学生支援機構の支給基準を準

用して、「研究科委員会」が審査している。４月末日に申請を締切り、５月に選考結

果を通知している。年度ごとの採用人数・支給総額は、【大学院大学奨学金採用人

数等一覧】のとおりである。 

 

   【大学院大学奨学金採用人数等一覧】 

 年 度 採用人数 支給総額  

 平成 24(2012)年度 ４人 1,240,000 円  

 平成 25(2013)年度 ４人 1,280,000 円  

 平成 26(2014)年度 ４人 1,440,000 円  

 平成 27(2015)年度 ６人 1,600,000 円  

 平成 28(2016)年度 5 人 1,280,000 円  

 

 ② 桐朋学園音楽部門特別奨学金 

 学業成績が特に秀でた学生に、音楽部門（桐朋学園大学等を含む）として年間 50

万円を超えない範囲で給付している。審査は、「音楽部門特別奨学金給付委員会」

が行っている。 

 

 ③ 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、学業成績
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が特に秀でた特待生に対する奨学金として使用している。本基金の果実は、毎

年度使途及び使用額を音楽部門（桐朋学園大学等を含む）として審議し、決定

している。 

 

【桐朋学園音楽部門芸術教育整備・拡充資金及び奨学基金採用人数等一覧】 

年 度 採用人数 金 額 

平成 27(2015)年度 １人 1,100,000 円 

平成 28(2016)年度 １人   800,000 円 

 

ｂ．学外奨学金 

 日本学生支援機構の奨学金については、「教学課」で事務手続を行っている。 

 平成 28(2016)年度は、【学生支援機構奨学金採用者一覧】のとおり、全学年で第一

種４人、第二種２人の奨学生がいる。また、その他民間の奨学財団の紹介も行っ

ている。 

 

【学生支援機構奨学金採用者一覧】 

学 年 第一種 第二種 

１年次 ２人 ０人 

２年次 ２人 ２人 

合 計 ４人 ２人 

 

  【資料 2-7-3 奨学金案内】 

 

ｃ．アルバイト等、その他の紹介 

   学外からのアルバイト募集依頼は、「教学課」で学生のアルバイトとして適切で

あるか否かの選択を行い、学内掲示で紹介している。また、「演奏課」と連携し、

出向演奏等の出演アルバイトについても取り扱っている。 

 

ｄ．学生寮 

本学は、富山キャンパス内に「呉羽寮」（収容定員 78 名）を設置し、入寮希望者

を受け入れている。全室が個室で、デスク、クローゼット、ベッド、バス、トイ

レ、冷暖房を完備し、快適な生活空間を備えており、室内における楽器の練習を

８時 30 分から 22 時まで許可している。また、洗濯乾燥機室の使用（無料）及び

共同のキッチンでの自炊が可能である。学寮生活は、安価な寮費により学生の経

済的負担を軽減するとともに、警備員の常駐等による安全・安心が確保されている。 

 

  【資料 2-7-4 桐朋学園呉羽寮案内】 
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2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

本学では、学生による「授業評価調査」あるいは教職員との個人面談等から学生生活

についてのさまざまな意見・要望を把握している。調査結果及び個人面談等によって「教

学課」へ寄せられる学生からの幅広い意見・要望は、速やかに「教学部長」及び「研究

科長」に報告され、「自己点検・評価委員会」及び「研究科委員会」で分析・検討し、必

要に応じて解決を図っている。 

これまでに学生からの要望が具現化されたものとして、学生へのサービスの迅速化、

学生寮レセプションホールの Wi-Fi 設置、図書館前コイン式コピー機の設置、海外から

の特別招聘教授陣と学生のレセプション時の福利費援助等がある。 

 

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

学生が抱えている将来に対する不安、精神的な悩み、教員との人間関係等、現在行っ

ている学生による「授業評価調査」や個人面談等のみでは、全てに関して的確に把握す

ることが難しい。学生の本音を的確に把握できるように、必要な項目を調査内容に加え

る等、「自己点検・評価委員会」及び「研究科委員会」で検討を行い、学生サービスの

改善・向上を図る。 

 

 

 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめ

とする教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8 の自己判定 

基準項目 2－8 を満たしている。 

 

（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

本学は、教育目的を達成するために必要な教員を次の【教員配置図】のとおり配置し

ており、大学院設置基準上必要な専任教員数を満たしている。 

 

【教員配置図】（平成28(2016)年５月１日現在）             （人） 

学 科 
入学 

定員 

収容 

定員 
学長 

専任教員 非常勤教員数 

教 授 
特任 

教授 

非常勤 

講師 
合計 

音楽研究科 10 20 １ ５ ４ １ ５ 
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本学の建学の精神である「演奏の様式性の獲得」、「感性教育の実践」に基づき、実

技教育では、マンツーマンのレッスンを基本としながらも、楽器に偏ることなく、全教

授がレッスンを担当しており、優秀な音楽家の育成、演奏の様式性の獲得を目指した教

育が行われている。 

教員については、音楽経験の豊かな専任教員に加え、特任教授、非常勤講師、特別招

聘教授等を配置し、十分な人数が確保されている。 

専任教員の年齢構成は、60歳代１人、50歳代４人と、50代に集中している。これは演奏・

創作活動で実績を積んだ、現役の一流の演奏家及び作曲家を採用しているからである。 

なお、本学の専任教員の定年は 67歳である。 

音楽の単一専攻ではあるが、21 人の学生数に対し、５人の専任の教員が演奏楽器の枠

を超えバランス良く配置され、指導にあたっている。 

 

2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめ 

とする教員の資質・能力向上への取組み 

 Ａ．教員の採用・昇任 

教員の採用・昇任については「桐朋学園大学院大学教員人事規則」、「桐朋学園大学院

大学教員採用・昇格選考基準」に基づき、次のとおり適切に運用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審査にあたっては、人格、識見、研究並びに教育の能力、業績、経歴、学会及び社

会における活動、健康状態等を総合的に審査している。 

また、教員の昇任については、「桐朋学園大学院大学教員採用・昇格選考基準」に基

づき、全学的なバランスを考慮したうえ、次のとおり適切に運用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「富山キャンパス会議」での審議 

（次年度予算等を勘案しながら、採用人数を決定） 

↓ 

「研究科委員会」が「桐朋学園大学院大学教員採用・昇格選考基準」に基づき、

次のとおり、選考作業を行う。 

（１）募集は公募を原則とし、できる限り広範囲に周知する。    

（２）応募の条件を満たしている応募者は、すべて選考する。 

（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う。 

↓ 

「研究科委員会」における審議を経て、学長が当該候補者の採用について、理事長

に具申を行い、決定される。 

「研究科委員会」において、昇任人事の案件を確認 

↓ 

「研究科委員会」における審議（当該者は審議には加わらない）を経て、学長が当該

候補者の昇任について、理事長に具申を行い、決定される。 
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【資料 2-8-1 桐朋学園大学院大学教員人事規則】 

【資料 2-8-2 桐朋学園大学院大学教員採用・昇格選考基準】 

 

 Ｂ．教員評価、研修、FD(Faculty Development)等による教員の資質・能力向上への 

取組み 

ａ．教員評価 

学生による「授業評価調査」の集計報告に基づき、評価結果について、学長及び研究

科長が、教員に対する全般的な所見を「自己点検・評価委員会」及び「研究科委員会」

で講評し、教育内容・方法等の改善を図っている。 

 

 ｂ．研修 

 本学では、特別企画講座を次の【特別企画講座開催一覧】のとおり実施しており、学

生の学修に資することはもちろんのこと、教員に対しても参加や聴講を求め、実技の指

導並びに演奏活動等に資するための研修の機会としている。 

 

【特別講座等開催一覧】 

日 時 講座名 担当教員 

平成 24(2012)年６月 15日 音楽記者の見た音楽家たち 吉田純子 

平成 24(2012)年７月 13日 バロックダンス実習＆レクチャーⅠ 浜中康子 

平成 24(2012)年 11月 9日 バロックダンス実習＆レクチャーⅡ 浜中康子 

平成 25(2013)年６月 21日 バロックダンス実習＆レクチャーⅠ 浜中康子 

平成 25(2013)年７月５日 バロックダンス実習＆レクチャーⅡ 浜中康子 

平成 25(2013)年 11月８日 音楽業界で成功する方法 佐藤修悦 

平成 26(2014)年１月 16日 現代ピアノ探究～作曲家の視点 西村 朗 

平成 26(2014)年６月 20日 詩と音楽 佐々木幹郎 

平成 26(2014)年７月 11日 バロックダンス実習＆レクチャー 浜中康子 

平成 26(2014)年９月 12日 宗教と音楽 中沢新一 

平成 27(2015)年５月 11日 ラフマニノフとロシア音楽 高橋健一郎 

平成 27(2015)年７月 10日 ドイツ歌曲解読法 梅津時比古 

平成 27(2015)年７月 17日 ドビュッシーとパリの詩人たち 青柳いづみこ 

 

 ｃ．FD(Faculty Development) 

 本学は、平成 23(2011)年度に、本学の教育方針及び教育目標に基づき、教育研究活動

の向上及び充実を図ることを目的とする「桐朋学園大学院大学ファカルティ・ディベロ

ップメント委員会規程」を定めた。 
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 同規程に基づき、教員による研究発表演奏会である「ファカルティ・コンサート」開

催後に、「ファカルティ・ディベロップメント委員会」を開き、積極的に批評や教授法に

ついての意見交換を行い、教員の教育力及び演奏能力の向上を図っている。 

 

【資料 2-8-3 桐朋学園大学院大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程】 

【資料 2-8-4 桐朋学園大学院大学ファカルティ・ディベロップメント委員会 議事録】 

【資料 2-8-5 桐朋学園大学院大学 ファカルティ・コンサート チラシ】 

 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

本学は修士課程のみであり、大学学部のような「一般教養科目」「語学」等の科目は特

に設置していない。しかし、総合的な音楽感性を醸成し、幅広い教養を身につけさせる

ために、「海外特別招聘教授による授業及びレッスン」や「特別企画講座」等を受講させ

るなど、演奏家として将来必要となる国際感覚を養いつつ、多様な音楽表現を実現できる

音楽家の育成を行っている。 

 

【資料 2-8-6 特別招聘教授によるマスタークラス及びレッスン】 

 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

 教員については、音楽経験の豊かな専任教員に加え、特任教授、非常勤講師、特別招

聘教授等を確保し配置している 

教員の資質・能力向上への取組みについては、学生による「授業評価調査」の結果、

特に教育内容・方法等の改善が求められる教員について、引続きその改善・向上のため

の方策を「自己点検・評価委員会」及び「研究科委員会」において検討していく。 

また、教員の教育力及び演奏能力の向上を図るため「ファカルティ・ディベロップメ

ント委員会」において、今後も協議を重ねていく。 

教養教育実施のための体制は、今後も、学生が将来演奏家として必要となる国際感覚

を養うため、海外からの特別招聘教授による特別授業やマスタークラスを積極的に開講す

るなど、本学として行うべく教養教育の実施について「研究科委員会」を中心に検討し

ていく。 

 

 

 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行う学生数の適切な管理 

 

（1）2－9 の自己判定  

基準項目 2－9 を満たしている。 
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（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

Ａ．校地 

本学は、学校法人桐朋学園音楽部門の富山キャンパス内（附属教育研究機関である桐

朋オーケストラ・アカデミーが併設されている）に位置し、あいの風とやま鉄道「呉羽

駅」から徒歩約３分の距離にある。 

本学の校地面積は 10,083 ㎡を有し、大学設置基準における必要な校地面積 200 ㎡を十

分に満たしている。また校舎面積は 5,293 ㎡を有し、設置基準の必要面積 3,438 ㎡を十

分に満たしている。なお、各施設の面積等については、次のとおりである。 

 

区 分 校地面積 建物面積 

大学設置基準上必要な面積 200㎡ 3,438㎡ 

校 舎 10,083㎡ 5,293㎡ 

学生寮 4,476㎡ 2,706㎡ 

 

【キャンパスマップ】 
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【校舎平面図】 

 

 

Ｂ．校舎、設備、実習施設 

富山キャンパス内には、校舎（平成８(1996)年建築）並びに学生寮「呉羽寮」（平

成７(1995)年建築）がある。校舎は防音設備が整っており、学生数に対する練習室数も

十分確保されている。 

 アンサンブル室（大・中・小３室）、レッスン室（23 室）、研究室（５室）が設けら

れ、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台設置されているほか、

打楽器、チェンバロ、ＡＶ機器等が必要に応じて設置されている。また、ヴィオラ等の

１階 

２階 

３階 



桐朋学園大学院大学 

31 

弦楽器も学生に貸し出しており、設備面でも充実している。これらの教室は、本学の授

業、レッスン、及び学校行事の円滑な遂行を目的として設けられたものであるが、学生

の自主的な勉学のためにも、可能な範囲でこれらの施設利用の便宜を図っている。平

日・休日ともに８時 30 分から 22時まで開放しており、多くの学生が有効に活用している。 

なお、アンサンブル室には、スタインウェイ社製フルコンサート仕様グランドピアノ

３台等が設置され、オーケストラや室内楽のリハーサルはもとより、各リサイタルなど

の演奏会場や公開授業開催の場としても活用されている。 

 

Ｃ．図書館 

ａ．蔵書 

平成 28(2016)年５月１日現在での図書館の蔵書数は、図書（楽譜を含む）27,740 点、

視聴覚資料 13,125 点、雑誌３タイトルである。クラシック音楽系の資料を中心に収集さ

れており、実技教育に重点を置いた本学の教育の支援に十分な蔵書構成となっている。

資料はすべてデータベース化されており、インターネット上で公開しているＯＰＡＣ

（On-line Public Access Catalog・オンライン蔵書検索）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となっている。 

 

ｂ．設備 

図書館は本学校舎２階に位置し、全蔵書資料は館内の書庫に請求記号順に配架されて

いる。視聴室には所蔵しているメディアに対応した視聴覚機器を備えている。なお、情

報設備としては、インターネット接続パソコンを設置し、図書検索以外の用途において

も、学生が自由に使用できるようになっている。 

 

ｃ．サービス 

平成 27(2015)年度の開館日数は 255 日で、貸出総点数は 6,148 点（うち、学生 4,258

点）、１日平均貸出数は 24 点（うち、学生 17 点）であった。 

 学生には、図書資料（楽譜・書籍・雑誌）、オーディオ資料（ＣＤ等）を、併せて

20 点まで２週間の館外貸出を行っている。ヴィジュアル資料（ＤＶＤ等）は、館内視聴

としている。また、ＯＰＡＣ検索には図書館スタッフが補助にあたっている。 

教員へは、図書資料は１ヵ月、視聴覚資料は２週間の期限で、いずれも冊数制限をせ

ずに貸し出している。また、代行検索サービス（資料名や作品名で申し込まれた資料に

ついて、図書館スタッフが検索と取寄依頼処理を代行する）と各研究室へのデリバリー

サービスを行っている。 

 

Ｄ．学生寮 

学生寮「呉羽寮」（収容定員 78 名）を富山キャンパス内に設置し、入寮希望者を受け

入れている。全室が個室で、デスク、クローゼット、ベッド、バス、トイレ、冷暖房を

完備し、快適な生活空間を備えており、室内における楽器の練習を８時 30 分から 22 時

まで許可している。 
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【桐朋学園呉羽寮】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

本学は収容定員 20 人、専任教員５人の小規模な大学であるが、個人レッスン（２人～

３人）から全学生の授業（20 人～30 人）及び附属教育研究機関「桐朋オーケストラ・ア

カデミー」との「オーケストラ演習」並びに「オーケストラによるコンチェルト実習」

の合奏（50 人～90 人）を行うための施設が十分整っており、授業を行う学生数は適切に

管理されている。 
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（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

 校舎等の施設については、今後とも定期的に十分な施設点検等を行い、修繕、設備の整

備等にあたり、教育研究環境を維持、向上していく。 

教育機器備品に関しては、メンテナンス等を実施し、良好な状況を保ってきたが、レ

ッスン室設置のピアノの使用頻度が高く、定期調律業者から、全体修理（オーバーホー

ル）若しくは取替更新の時期が来ているとの報告を受けた。限られた予算のなかではあ

るが、より良い快適な教育環境づくりを目指すべく策定した、中長期的なピアノ完全修

理計画に基づき整備を実施していく。 

 

【資料 2-9-1 ピアノ完全修理計画】 

 

 

［基準 2 の自己評価］ 

本学は、建学の精神、目的・使命及び教育目的等に基づき、入学者受入れの方針（ア

ドミッション・ポリシー）を明確に定め、本学の求める学生を選考している。入学定員

が10名の小規模な大学のため、これまでは適切に学生受入れ数が維持されているが、今

後益々の少子化に伴い、入学試験受験者数も減少することが予想されるため、学生の受け

入れ方法については、引き続き「研究科委員会」において検討を重ねていく必要がある。 

教育課程は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、教育課程方針（カ

リキュラム・ポリシー）を定め、教育目的に沿って体系的な教育課程を編成している。

履修した科目は、定められた成績評価基準に基づく厳正な評価により、単位認定及び修

了認定を行っている。 

また、教育内容・方法の工夫・開発については、学生による「授業評価調査」の結果

等も踏まえ、「自己点検・評価委員会」及び「研究科委員会」を中心に検討し、教員の

資質・能力の向上を図り、さらなる充実・改善に取り組んでいる。 

学生の健康管理については、毎年４月に健康診断を実施し、その診断結果に基づいて

問診を行うなど、学校医（本学より徒歩約７分のクリニック）と連携して適切に対応し

ている。また、心肺停止等の緊急時にも対応できるように、全職員および常駐警備員が

ＡＥＤ使用及び心肺蘇生法の訓練を受ける等して、万が一に備えている。 

学修及び授業の支援、学生サービスについては、学生による「授業評価調査」や個人

面談等によって、学生の要望や意見を汲み上げ、「自己点検・評価委員会」及び「研究

科委員会」において教員と職員が協働し充実・改善を図っている。 

教員について、教育目的及び教育課程に即した確保と配置は、大学院設置基準が定め

る基準を満たしており、特別企画講座を利用した研修、「ファカルティ・ディベロップ

メント委員会」における積極的な批評や意見交換により、教員の教育力及び演奏能力の

向上への取組みを積極的に行っている。 

教育環境についても、今後とも定期的に十分な施設点検等を行い、修繕、設備の整備等

にあたり、教育研究環境を維持、向上していく。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に

関連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

 

（1）3－1 の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

 学校法人桐朋学園は、３部門（男子部門、女子部門、音楽部門）の自主性を尊重し、

各部門で責任を持って運営する体制が採られている。 

 本学は、「音楽部門」に属しており、その管理体制は、教学的事項に関する決議機関で

ある「研究科委員会」と、富山キャンパスの経営及び運営に関する決議機関として「富

山キャンパス会議」が組織されている。これは、学校法人桐朋学園の基本方針となる「３

部門独立採算制」に対応したものであり、「音楽部門」内に管理運営体制が構築されてい

ることを意味している。事務局についても「桐朋学園音楽部門事務局運営要項」及び「桐

朋学園音楽部門事務局分掌規程」に準拠し運営を行っている。 

また、学校法人桐朋学園では、各部門の代表理事及び選出理事等に対し、本学との私

的取引が無いことを毎年確認している。 

 

【資料 3-1-1 桐朋学園音楽部門富山キャンパス会議規程】 

【資料 3-1-2 桐朋学園音楽部門事務局運営要項】 

【資料 3-1-3 桐朋学園音楽部門事務局分掌規程】 

【資料 3-1-4 学校法人桐朋学園寄附行為】 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

 法人の最終的な意思決定機関としての「学校法人桐朋学園理事会」（以下、理事会とい

う）が、定期的に開催されるほか、「理事会」の諮問機関である「学校法人桐朋学園評議

員会」（以下、評議員会という）も度々開催されており、様々な案件について審議・検討

がなされている。 

本学では、「富山キャンパス会議」及び「研究科委員会」等において、常時教学運営・

管理運営の具体的な方策を検討しており、使命・目的の実現に向けた教職員の様々な活

動へとつなげている 
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【資料 3-1-5 学校法人桐朋学園寄附行為】 

 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に 

関連する法令の遵守 

 本学は、「教育基本法」、「学校教育法」、「私立学校法」、「大学設置基準」など学校の運

営に関する法令や通知に基づき、学則をはじめとする規定を制定している。また、法改

正等にも迅速に対応するため「富山キャンパス会議」において、諸規定の整備、修正を

行っている。 

 

【資料 3-1-6 法人及び大学の規程一覧】 

 

3-1-④ 環境保全、人権・安全への配慮 

環境保全の目的から、学校法人桐朋学園では「省エネルギー対策委員会」を設けており、

理事長のもと３部門それぞれの選出理事と担当事務職員が３か月に一度集まり、電気使用

量について増減をチェックし合い、今後の対策について話し合っている。本学では、アン

サンブル室（大・中・小３室）の照明をＬＥＤ化した他、老朽化により電力効率が悪化し

た校舎１階の各教室及び事務所の冷暖房設備の更新を順次行うなどして、省エネルギー化

に取り組んでいる。 

人権への配慮、とりわけ様々なハラスメント問題が生じた際には、本学の専任教員及び

教学課職員の他、桐朋学園大学の「学生相談室」のカウンセラーや、保健室の看護師など

への相談・報告をもとに、規程に従って「ハラスメント委員会」を立ち上げ、問題に対応

している。 

また、メンタルヘルスを含む包括的な健康支援についても同様に、「学生相談室」と連携

して対応できるシステムとなっている。 

安全面においては、心肺停止等の緊急時にも対応できるように、全職員および常駐警備

員がＡＥＤ使用及び心肺蘇生法の訓練を受ける等して、万が一に備えている。 

  

 【資料 3-1-7 桐朋学園大学院大学ハラスメント防止委員会規程】 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

 本学は、「学校教育法施行規則」などの法令に基づき、教育情報と財務情報をホームペ

ージ、「事業報告書」、「部門報」などの書面を通じて公開している。 

 

【資料 3-1-8 学校法人桐朋学園 事業報告書】 

【資料 3-1-9 桐朋学園音楽部門 部門報】 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

これまで、本学の経営規律と誠実性については問題がなく、適切に対応しており、使命・

目的の実現への努力も行っているが、今後は、より具体的な中長期的計画を策定し、教育

や業務に反映させていくことを徹底する。 



桐朋学園大学院大学 

36 

3－2 理事会の機能 

≪3－2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 

（1）3－2 の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 本学の意思決定は、教学的事項については、「研究科委員会」において、経営的事項に

ついては、「富山キャンパス会議」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「学校法人桐朋学園運営審議会」（以下、法人運営審議会という）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」において最終決定される。 

 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」で取り扱う議案を始め、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（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、「研究科委員会」及び「富山キャンパス会議」と「評議員会」、「理事会」

との間に置かれている「法人運営審議会」の調整機能により、本学と法人としての管理

運営体制を事実上、一体化させることが可能であり、最高決議機関である「理事会」で

の審議に際して、論点を絞った審議が行えるようになっている。 

 

【資料 3-2-1 学校法人桐朋学園寄附行為】 

【資料 3-2-2 学校法人桐朋学園運営審議会規程】 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

  現在、法人の「理事会」は、男子部門・女子部門・音楽部門それぞれの自主性を尊

重し、現場を尊重する基本方針の下に、法人全体の管理体制と部門単位の管理体制と

が有機的に結びつき、教学事項と経営的事項を一体化できるようにした管理運営体制

を構築しているが、今後も、理事会と「研究科委員会」及び「富山キャンパス会議」

の繋がりを強化し、理事長と学長のもとに教職員が結束して大学運営にあたっていく。 
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3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 

（1）3－3 の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

 従来、本学の意思決定は、すべて「研究科委員会」及び「富山キャンパス会議」によ

る審議と承認に基づく形態を取り、事実上の最高意思決定機関として機能させ、位置づ

けていた。 

 しかし、学校教育法が改正され、平成 27（2015）年４月１日より施行されたことに伴

い、本学ではそれに基づき、大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップについ

て、根本的な改革を行い、「研究科委員会」及び「富山キャンパス会議」における決定権

は、すべて学長にあることを明確化した。また、これに関連する本学の諸規程をも全て

改定し、学長のリーダーシップの下に本学のすべてが動く組織に定めた。そのことによ

って、本学の意思決定に関する権限と共にすべての責任が学長にあることも明確化され、

本学の意思決定へ至るプロセスの機能性も改善された。 

 

【資料 3-3-1 桐朋学園大学院大学研究科委員会規則】 

【資料 3-3-2 桐朋学園音楽部門富山キャンパス会議規程】 

 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 本学では、諸規定の改定により、富山キャンパス（桐朋学園大学院大学）と仙川キャ

ンパス（桐朋学園大学）の意思決定に関する権限と共にすべての責任が学長にあること

が明確化された。大学の意思決定と業務執行において、学長のリーダーシップの内容が

充実したものになることを目的に、仙川キャンパス（桐朋学園大学）では、「建築委員会」

「未来構想委員会」「大学院開設準備委員会」「入試対策委員会」の４つの諮問委員会が

置かれている。これらの委員会の委員は、学長の指名によって構成され、基本的に毎週、

あるいは隔週で開かれている。この各委員会に学長が課題を提示し、委員会が幅広く協

議を行なうが、委員会自体は決定権を持たない。委員会は、さまざまな視点から課題を

協議、検討し、学長の決定が広い視野からスムーズに行われるようにサポートする。こ

れは、新校舎建築等のプロジェクトなど、大きな課題を扱う場合、極めて有効に機能し

ている。 

また、富山キャンパス（桐朋学園大学院大学）においては、学長が附属教育研究機関

の「桐朋オーケストラ・アカデミー」の所長に就任することで、強いリーダーシップを

発揮できるようになり、これまで独自に編成してきたカリキュラムを本学と、より一体

的、合理的に運営すべく議論が「桐朋オーケストラ・アカデミー運営会議」等で行える
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ようになったと同時に、「音楽部門」全体のこれからの課題についても、それぞれの教職

員が共有できるようになった。 

 

【資料 3-3-3 桐朋オーケストラ・アカデミー規程】 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

少子化が進む社会構造の中で、本学の教職員も長期的には減少する長期計画にあるこ

とから、本学の意思決定に至るプロセス、学長のリーダーシップを補助する各諮問機関

等の合理化を図って、人員的な負担を少なくし、同時にさらに学長が迅速にリーダーシ

ップを発揮できる環境づくりを整える。 

 

 

 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4 の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

 

（1）3－4 の自己判定 

基準項目 3－4 を満たしている。 

 

（2）3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションに 

よる意思決定の円滑化 

本法人は３部門（男子部門、女子部門、音楽部門）により構成され、「学校法人桐朋学

園寄附行為施行細則」第２条にあるとおり、各部門の自主性を尊重し、各部門が責任を

もって運営する体制が採られている。その上で法人全体としての責任は理事長にあり、

「理事会」が法人の運営にあたっている。本法人の管理運営体制に関係する法人会議体

は、「法人運営審議会」、「評議員会」及び「理事会」である。「理事会」は、「学校法人桐

朋学園寄附行為」（以下、寄付行為という）第６条第２項に「理事会は、学校法人の業務

を決し、理事の職務の執行を監督する。」とあるとおり、本法人の意思決定を行う最高機

関として位置づけられ、６月と 11 月を除き毎月１回開催されている。理事の構成は、

各部門の学校の長から各１名、各部門の教職員から各１名、評議員のうちから「理事会」

において選任された３名、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名以内で、現在は 13 名で組織されている。 

 本法人では、「理事会」及び各部門の円滑な運営を図るため、原則毎月１回開催（８月

と 11 月を除く）される「法人運営審議会」を置いている。「法人運営審議会」は、「①理
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事会から付託された事項、②理事会に付議する事案、③部門間の調整を必要とする事項、

④そのほか理事会の円滑な運営に資する事項」について審議し、決定する機関として、

重要な役割を果たしている。理事長、理事、理事会の指名する理事及び法人本部事務局

長で組織され、その他に理事長が指名した「本部員」（各部門の事務局長及び事務職員各

１名）が会議の運営を補佐している。 

「評議員会」は、現在 34 名の評議員で構成され、本法人の業務若しくは財産の状況又

は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、

又は役員からの報告を徴することができる。本学からは、学長、選出理事の他に、教職

員から選出された４名が評議員として、また前記の「本部員」２名が出席し、補佐をし

ている。 

本学では、「桐朋学園大学院大学学則」第７条に基づき、「研究科委員会」を設置し、

その構成員及び審議事項等は、「桐朋学園大学院大学音楽研究科委員会規則」に定められ

ている。構成員は、学長、教授、准教授及び専任講師の現在６名で組織されている。審

議事項は（１）学生の入学及び課程の修了、（２）学位の授与、（３）その他教育研究に

関する重要事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるも

の の他、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求

めに応じ、意見を述べることができると規定されている。 

また、桐朋学園音楽部門富山キャンパスにかかわる重要事項の最終意思決定を行う機

関として「富山キャンパス会議」を設置している。会議は、（１）部門の長（学長）、（２）

部門選出理事、（３）本学の専任教員、（４）桐朋オーケストラ・アカデミー所長、（５）

桐朋オーケストラ・アカデミー教務部長、（６）音楽部門事務局長、（７）富山キャンパ

ス事務部長、（８）その他部門の長（学長）が委嘱した者によって構成され、原則として、

８月を除いた毎月開催することとなっており、以下の審議事項 

（１）予算、決算等に関する事項 

（２）事業計画の大綱 

（３）人事採用計画 

（４）経営に関する事項 

（５）運営に関する重要な事項 

（６）学務に関する重要な事項 

（７）諸規程に関する事項 

（８）富山市との交換文書に関する事項 

（９）富山市補助金に関する事項 

（10）その他必要とされる事項 

について審議決定する。 

 上記のとおり、法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーショ

ンによる意思決定は各会議体を通して円滑に行われていると判断する。 

 

【資料 3-4-1 学校法人桐朋学園寄附行為施行細則】 

【資料 3-4-2 学校法人桐朋学園寄附行為】 

【資料 3-4-3 学校法人桐朋学園運営審議会規程】 
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【資料 3-4-4 桐朋学園大学院大学学則】 

【資料 3-4-5 桐朋学園大学院大学音楽研究科委員会規則】 

【資料 3-4-6 桐朋学園音楽部門富山キャンパス会議規程】 

 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

 本法人の管理運営体制に関する会議体は、前述のとおり、「法人運営審議会」、「評議員

会」及び「理事会」である。「法人運営審議会」及び「理事会」には、本学より、学長、

教職員より選出された理事、事務局長及び事務職員１名が本部員として出席しており、

管理及び教学部門も含め、意思疎通を図るとともに法人及び大学の相互チェックの機能

も果たしている。 

 

 「評議員会」は法人の教職員 13 名、卒業生３名、理事 10 名、学識経験者８名の計 34

名で構成されている。「評議員会」の意見具申等は前述のとおりである。諮問事項として、

次に掲げる事項は、「理事会」において、あらかじめ「評議員会」の意見を聞かなければ

ならないこととなっており、法人及び各管理部門の意思疎通に重要な役割を果たしてい

る。 

（1）予算、借入金、基本財産の処分並びに運用財産中の重要な資産の処分 

（2）事業計画 

（3）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

（4）寄附行為の変更 

（5）目的たる事業の成功不能に因る解散 

（6）寄附金品の募集に関する事項 

（7）合併 

（8）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会が必要と認めた事項 

 

監事は、この法人の理事、職員又は評議員以外の者であって、「理事会」において理事

総数の過半数の議決で選出した候補者のうちから、「評議員会」の同意を得て、理事長が

選任し、次の事項について「理事会」に出席して意見を述べることとなっており、管理

運営のチェック機能を十分に果たしている。 

（1）この法人の業務を監査すること 

（2）この法人の財産の状況を監査すること 

（3）この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度監査報告書を作成し、当該

会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること 

（4）第１号又は第２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正

の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき

は、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること 

（5）前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会

の招集を請求すること 

（6）この法人の業務又は財産の状況について 
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本学においては、「研究科委員会」、「富山キャンパス会議」、の他に、「自己点検評価委

員会」が規程によって組織され、それら各会議体は相互チェックの機能を果たし、また

補完し合っている。 

 

 上記のとおり、法人、法人と本学間及び本学内における意思疎通はしっかりなされ、

また同時に相互の管理体制のチェック機能も十分に行われていると判断する。 

 

【資料 3-4-7 学校法人桐朋学園運営審議会規程】 

【資料 3-4-8 学校法人桐朋学園寄附行為】 

【資料 3-4-9 学校法人桐朋学園寄附行為施行細則】 

【資料 3-4-10 桐朋学園大学院大学音楽研究科委員会規則】 

【資料 3-4-11 桐朋学園音楽部門富山キャンパス会議規程】 

 【資料 3-4-12 桐朋学園大学院大学自己点検・評価委員会規程】 

 

 3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

 学校法人桐朋学園は、「学校法人桐朋学園寄附行為施行細則」第２条において、「本法

人の理事会は、男子部門・女子部門・音楽部門、それぞれの自主性を尊重し、建学の精

神をふまえ、学園の運営にあたるものとする。」と規定している。桐朋学園の組織は、各

部門がそれぞれの部門において責任を持って運営されていく体制を前提として、学校法

人の管理運営体制が確立されている。 

 理事長は、「法人を取り巻く外部状況と学校法人運営の課題」、「本法人の組織のあり方」、

「法人の課題とその取り組み方」などについての考え方を前述の「理事会」、「評議員会」

等に示し、その業務を適切に遂行している。理事長はまた、毎年度の予算編成にあたっ

て、「本法人の予算編成の基本方針」を示し、各部門はこの基本方針を踏まえて事業計画

を策定し、当初予算を編成している。また、理事長は「寄附行為」の規定に基づいて理

事会を招集し、学校法人の意思決定機関として適切に運営している。 

 また、理事長がリーダーシップを適切に発揮できるように、それを支える管理運営体

制についても、様々な情報・意見が理事長のもとに届くように工夫及び配慮がなされて

いる。 

その一つとして、理事長、各部門選出理事、法人本部事務局長で構成する「理事勉強

会」がある。この会は、（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、

を調査・研究するために前述の法人運営審議会のもとに置かれるものである。 

 本学学長は、大学の教育研究上、管理運営上の諸課題等について、法人との協議に基

づく事項、又は自らの方針に基づいて構想する事項を「研究科委員会」及び「富山キャ

ンパス会議」に諮問し、「研究科委員会」及び「富山キャンパス会議」は、学長の構想等

の具現化の案を策定する。一方、「自己点検・評価委員会」で検討された所掌事項につい

ての課題・改善策・要望等についても、これを「研究科委員会」及び「富山キャンパス

会議」に提起される。「研究科委員会」及び「富山キャンパス会議」は、提起された案件

を相互的な観点から審議して、学長の諮問に応えるとともに、諸問題・要望等について
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も、審議結果として学長に提起する。学長は、「研究科委員会」及び「富山キャンパス会

議」の審議結果を踏まえ、学長としての最終的な決定を行っている。 

 以上のことから、理事長及び学長のリーダーシップと、関係各部署及び広く教職員か

らのボトムアップは、バランスのとれたシステムのもとで適切に発揮されている。 

 

【資料 3-4-13 学校法人桐朋学園寄附行為施行細則】 

【資料 3-4-14 学校法人桐朋学園寄附行為】 

【資料 3-4-15 桐朋学園大学院大学音楽研究科委員会規則】 

【資料 3-4-16 桐朋学園音楽部門富山キャンパス会議規程】 

 【資料 3-4-17 桐朋学園大学院大学自己点検・評価委員会規程】 

 

（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画） 

管理部門と教学部門をはじめ、各管理運営機関並びに各部門の連携が適切に行われる

体制を維持する。「理事会」、「監事」、「評議員会」の適切な学校法人運営への参画を維持

する。本学の規則等の改訂・整備を行い、社会の現状に沿った、適切かつ透明性のある

ガバナンスを確立して、更に学内の意思決定機能を円滑に保持するよう努める。 

 

 

 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

 

（1）3－5 の自己判定 

基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置によ 

る業務の効果的な執行体制の確保 

学校法人桐朋学園は、設置する学校群を男子部門・女子部門・音楽部門の３部門に分

け、各部門が責任を持って、教育、人事、財務等を運営する体制が採られている。 

 音楽部門は「桐朋学園大学（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（附属図

書館を含む）」、「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」
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が運営する５つの教育機関を有機的に支援できるよう組織編成されている。 

 「音楽部門」のキャンパスは「仙川キャンパス」及び「調布キャンパス」（いずれも

東京都調布市）と「富山キャンパス」（富山県富山市）の３カ所にあり、本学は、富山

キャンパスにおいて教育研究活動を展開している。「音楽部門事務局」は、「音楽部門」

が運営する学校群の地域別・機関別の独立性を勘案し、効率的な事務業務が遂行される

ように配慮されている。 

本学の事務組織は「桐朋学園音楽部門事務局運営要綱」及び「桐朋学園音楽部門事務

局分掌規程」に則り、【桐朋学園音楽部門事務局組織図】の通りとなっている。事務局

長の下に５部（総務部、財務部、教学事務部、図書館事務部、富山キャンパス事務部）

と事務局長が直轄する「音楽教室」を含めて、10 課の体制が敷かれている。事務組織の

権限や責任は、規程に記載の通り明確で、限られた人数で学校運営を行っている。 

 

【桐朋学園音楽部門事務局組織図】 

 

 

【資料 3-5-1 桐朋学園音楽部門事務局運営要綱】 

【資料 3-5-2 桐朋学園音楽部門事務局分掌規程】 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

「桐朋学園音楽部門事務局運営要綱」第９条に役職者の職務は、「桐朋学園音楽部門

事務局長職位規程」、「桐朋学園音楽部門事務局部長職位規程」、「桐朋学園音楽部門

事務局課長職位規程」に明確に定められている。 

 事務局長は、事務局の円滑な運営を図るため、週に 1 度「事務局長・部長会議」を開
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催して、次の内容について協議している。 

（1）事務局業務の企画・立案に関する事項 

（2）事務局業務の遂行・管理に関する事項 

（3）事務局内の連絡・調整に関する事項 

（4）仙川キャンパス会議、富山キャンパス会議、経営評議会、仙川キャンパス運営協

議会、大学院大学研究科委員会、大学教授会、高校職員会議、各部会・運営委員会、

教務委員会、学生・生徒委員会、図書館運営会議、音楽教室運営会議、桐朋オーケ

ストラ・アカデミー運営会議等の審議結果に伴う事務処理に関する事項 

（5）法人関連業務 

（6）その他事務局長が必要と判断する事項 

 各部長は、それらの協議事項について各部員に報告、業務指示している。 

また、富山キャンパスでは、学内の行事等に合わせ、全職員による「ミーティング」

を開催しており、スケジュール詳細についての確認や各担当者からの状況説明及び報告

を行い、情報を共有している。教学運営、管理運営、その他必要事項について、各部署

が協議・調整等を行うことによって、事務組織が円滑かつ適切に機能する体制が整えら

れている。 

 

【資料 3-5-3 桐朋学園音楽部門事務局運営要綱】 

【資料 3-5-4 桐朋学園音楽部門事務局長職位規程】 

【資料 3-5-5 桐朋学園音楽部門事務局部長職位規程】 

【資料 3-5-6 桐朋学園音楽部門事務局課長職位規程】 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

教育諸事業の円滑な推進に資するため、法令、諸規程、政策、内外の諸情勢などを学

び、これらにかかわる情報及び資料を収集・調査し、あるいは、内外の文化・言語を研

修し、必要に応じて資格取得又は技術養成のために、研修会、講習会、資格養成講座等

に参加することを目的として「桐朋学園音楽部門専任事務職員研修基準」が定められて

おり、資質向上のために、職員の積極的な受講を奨励している。 

本学では、日本学生支援機構の奨学金事務担当者に関する研修会への参加の他、演奏会

スタッフとして必要な、舞台セッティング等の技術を習得すべく、プロ・オーケストラ

のステージ・マネージャーの下で研鑽を積む機会を設け、その能力の向上を図っている。 

 

【資料 3-5-7 桐朋学園音楽部門専任事務職員研修基準】 

 

（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画） 

職員の組織編成は、教育のサポートにできる限り比重を置くことを基本とし、厳しい

社会環境下でも成り立つ組織の構築を念頭に置いて編成されている。必要最小限の職員

数で効率良い事務組織を編成することは、一朝一夕には実現できず、実行と反省を繰り

返しながらも徐々にその基盤を整えているが、資質の改善・向上には、全職員の意識改

革が必要である。 
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現在、学校が抱えている問題点を充分に把握し、改善するには何をしなければならな

いのか、自ら考える体制としたい。職員育成のため、組織の改編、制度の見直し、情報

の共有、研修会への積極的参加等の様々な観点から改善・向上を推進する。 

 

 

 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 

（1）3－6 の自己判定 

基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

本学の財務は、桐朋学園音楽部門として、仙川キャンパス（桐朋学園大学、桐朋女子

高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室）、富山市に設置す

る桐朋学園大学院大学及び桐朋オーケストラ・アカデミーの合算で構成されている。 

 「桐朋学園音楽部門運営大綱」第 11 条及び「桐朋学園音楽部門仙川キャンパス運営要

綱」第６条第２号の規定に基づき、部門の長（学長）の諮問機関として、部門の経営計

画の立案にあたるために桐朋学園音楽部門経営評議会を置いている。 

 構成員は、部門の長（学長）、選出理事、部門に所属する評議員、事務局長、財務部

長とし、学長が必要と認めるとき、学長が委嘱した若干名を構成員に加えている。 

 諮問事項としては、事業計画に関する事項、予算案編成に関する事項、決算及び監査

に関する事項、資金の借入れに関する事項、部門の各学校及び附属教育研究機関の学費

改定に関する事項、期中の資金の収支に関する事項、その他部門の経営に関する事項が

あり、様々な角度から経営分析を行っている。 

 毎年３月に次年度の予算を作成する際、学長が次年度の事業計画を表明すると同時に、

「今後 10 年間の収支見通し」を作成し、「仙川キャンパス会議」及び「富山キャンパス

会議」で選出理事が教職員に説明している。その中で、今後の学生数の見通し、教職員

の採用計画、特定資産の推移等を表記し、中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確

立できるよう、全教職員に学校の財務状況を示している。 

 

【資料 3-6-1 桐朋学園音楽部門運営大綱】 

【資料 3-6-2 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス運営要綱】 

【資料 3-6-3 今後 10 年間の収支見通し】 
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3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

帰属収入の 80％以上を占める学生生徒等納付金は、年々減少傾向にある。少子化の波

のなか、音楽人口の減少は、今後恒常的に続く現象として捉え、本学も強い危機感を抱

いている。学校経営の安定を持続するために全学をあげて広報活動などを含めた学生確

保に最大限の努力を傾注している。 

 富山キャンパスの財務については、国庫補助金と富山市からの補助金、学生生徒等

納付金収入及び仙川キャンパスからの繰入金によって運営されている。入学定員 10 人

の小規模な本学においては、学生生徒等納付金収入のみ運営は不可能であり、補助金に

加え、収支の不足分を仙川キャンパスからの繰入金で補い、運営されている。 

「音楽部門」の安定した財政基盤の確立と収支バランスの確保のために具体的に取り

組んでいる方策は、次のとおりである。 

① 次年度予算の作成時には、予算会議を開催し、各部署から次年度の事業計画と予算

申請理由について説明を受け、必要に応じて選出理事、事務局長、財務部長がヒア

リングし、健全経営が保たれるよう予算編成している。 

② 予算執行の際は、数社から見積りをとり、経費削減を図っている。 

③ 徹底した予算管理を行っている。 

④ 経営評議会を毎月開催し、様々な角度から学校経営全般について検討している。 

⑤ 実技教育中心である音楽大学ということを最大限に活用し、特色ある教育研究プログ

ラムを充実させ、特別補助金の獲得を目指している。 

⑥ 平成 27年５月から始まった仙川キャンパス新校舎建築のための寄付金募集に努力し

ている。 

⑦ 富山市の補助金額の維持に努めている。 

 

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

18 歳人口の減少を受け、主な収入源である学生生徒等納付金や経常費補助金の増収

は、今後見込めないため、次の諸点について改善・向上を図る計画である。 

① 学生生徒等納付金収入を維持、増収を図るため、学生募集活動をさらに充実、強化

する。 

② 専任教職員の新規採用にあたっては、その必要性を慎重に審議し、教職員数の適正化

を図り人件費支出を抑制する。 

③ 特色ある教育研究プログラムを充実させ、特別補助金の獲得を目指す。 

④ 高い教育水準を維持しながらも、更に経費削減を行う。 

⑤ 魅力ある演奏会を企画しての集客増による演奏会収入の増収や地域に根差した教育

機関としての充実を図り、（公財）富山市民文化事業団からの演奏会開催負担金を

含む、富山市関連の補助金額の維持に努める。 
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3－7 会計 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 

 

（1）3－7 の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 

 

（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

 本法人には、「学校法人桐朋学園経理規程」、「学校法人桐朋学園資産取得規程」、

「学校法人桐朋学園資産除却規程」等の財務に関する諸規程が整備されており、これら

に則り適切に会計処理がなされている。経理規程は、本法人の経理に関する基準を定め、

経理業務を正確かつ迅速に処理し、財政状態及び経営状況を計数的に把握し、経営の能

率的運営と教育研究活動の発展に資することを目的としている。 

 予算は、学校運営の基本であり、教育、研究その他の学事計画と密接な関連をもって

明確な方針のもとに編成し、執行されなければならない。毎年１月に翌年度の事業計画

と予算が各部署から提出され、「予算会議」、「桐朋学園音楽部門仙川キャンパス経営

評議会」、「桐朋学園音楽部門仙川キャンパス会議」、「桐朋学園音楽部門仙富山キャ

ンパス会議」を経て３月の「評議員会」で意見を聴き「理事会」で決定し予算化される。 

 その後は「学校法人会計基準」及び「学校法人桐朋学園経理規程」に添い適正な会計

処理がなされている。 

 

【資料 3-7-1 学校法人桐朋学園経理規程】 

【資料 3-7-2 学校法人桐朋学園資産取得規程】 

【資料 3-7-3 学校法人桐朋学園資産除却規程】 

 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学の公認会計士監査は、あずさ監査法人に依頼している。平成 27 年度の監査実施

状況は以下のとおりである。 

平成 27 年 4 月 現預金実査 

平成 27 年 11 月 期中監査 

平成 28 年 2 月 期中監査 

平成 28 年 5 月 決算監査 

  

毎年度、公認会計士監査終了後、決算承認の「理事会」までの間に「法人監査会」が

開催される。「法人監査会」には、監事、公認会計士、理事長、各部門選出理事、法人

本部担当職員、各部門事務局長（事務部長）・経理担当責任者等が出席している。 

監事は、全ての理事会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

査するとともに、法人監査会において、公認会計士監査の結果報告を受け、学園及び公
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認会計士に対してその内容を確認し、問題点がある場合には、その点について是正勧告

を行っている。 

 また、監査日以外でも公認会計士と面談、電話等により適正な会計処理を遂行するた

め、指導、助言を仰いでいる。 

 こうした一連の監査の結果、本学では、監査意見に影響を与える不適切な事項はなく、

無限適正の意見表明がされている。 

 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

会計処理については、担当部署である財務課員が積極的に研修会等に出席し、知識向

上を図る。会計監査については、体制が整い確立されているので、引続き厳正な監査が

執行されるよう万全を期す。 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 

 基準 3－1 経営の規律と誠実性については、問題なく適切に対応している。今後は、

具体的な中長期計画を策定し、教育に反映させていく。 

 基準 3－2 理事会の機能については、理事会等の組織を整備しており、適切に機能して

いる。 

 基準 3－3 意思決定の仕組みについて、学長がリーダーシップを発揮できる規定に改め、

リーダーシップの下に本学のすべてが動くように組織を定めた。 

 基準 3－4 コミュニケーションとガバナンスについては、理事会、評議員会の適切な学

校法人運営への参画を維持していく。また、本学の規則等の改定・整備を行い、社会の

現状に沿った、適切かつ透明性のあるガバナンスを確立し、更に学内の意思決定機関を

円滑に保持するよう努める。 

 基準 3－5 業務執行体制の機能性は、適切に機能している。職員の資質・能力向上には、

全職員の意識改革が必要である。 

 基準 3－6 財務基盤と収支については、主たる収入源である学生生徒納付金の増収は今

後見込めないため、学生募集活動をさらに充実、強化する。専任教職員数の適正化を図

り人件費支出を抑制する。さらなる経費削減を行っていく。 

 基準 3－7 会計について、学校会計基準及び経理規定に沿い適正な会計処理がされてい

る。会計監査については、体制が整い確立されている。 
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基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1 の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価の周期等の適切性 

 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

本学は、学則第２条に「本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条（桐朋学園大

学院大学は、音楽芸術の演奏と学術的理論及びその応用について教育研究し、芸術文化に関

する幅広い識見と卓越した能力及び創造性ゆたかな芸術的感性を養い、もって文化の進展に

寄与すること）の目的を達成するため、自ら点検及び評価を行うものとする。」と定め、

これに基づき「自己点検・評価実施要領」及び「自己点検・評価委員会規程」を制定し、

「自己点検・評価委員会」を設置した。 

「自己点検・評価委員会」では、年度当初に当該年度の自己点検・評価項目を策定し、

改善に向けての協議及び審議を経て、年度末に改善状況についての確認を行っている。 

 

 【資料 4-1-1 桐朋学園大学院大学自己点検・評価実施要領】 

 【資料 4-1-2 桐朋学園大学院大学自己点検・評価委員会規程】 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

「自己点検・評価委員会規程」において「自己点検・評価委員会」の構成及び運営に

ついて定め、「自己点検・評価実施要領」において自己点検・評価の実施組織、実施事項、

報告等について定めている。これに基づき教育研究活動及び管理運営等の改善向上を図

り、本学の目的を達成するため、「自己点検・評価委員会」を次のように組織し、審議し

ている。 

 

【自己点検・評価委員会規程】 
 

（構成） 

第２条 桐朋学園大学院大学に自己点検・評価委員会を置き、次の各号の委員をもって 

 構成する。 

（１）学長 

（２）選出理事 

（３）研究科長 

（４）教学部長 

（５）図書館長 
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（６）事務局長 

（７）富山キャンパス事務部長 

（８）その他学長が指名する者 

 

【自己点検・評価実施要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自己点検・評価委員会」は、自己点検・評価の実施や、自己点検・評価結果のとり

まとめ及び公表等に関する業務を統括し、結果を集約して研究科委員会に報告し、必要

に応じて、その審議を求めることとなっている。 

このように本学は、自己点検・評価を組織的に推進する体制を整備し、適切に実施し

ている。 

 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

本学は、少人数組織の独立大学院であり構成委員が重複していることから、開学当初

より、管理運営に関わる諸事項を審議する「富山キャンパス会議」と、教育研究に関わ

る諸事項を審議する「研究科委員会」が、それぞれの会議体で、それぞれの所管する

業務について自己点検・評価を行っており、平成 15(2003)年度および平成 20(2008)年

度に「自己点検・評価報告書」を刊行し、学内外への配布を行うとともに、さまざま

な事項について学内で検討を重ね改善を行ってきた。 

平成 21(2009)年度には、日本高等教育評価機構の認証評価基準に則した「自己点検・

評価」に基づく報告書等を作成し、認証評価を受審した結果、参考意見として「自己点

検・評価委員会が、実施要領及び規程に基づき自己点検・評価を行い、自己評価報告書

をホームページで公開することが望まれる。」との指摘を受けたことから、平成 21(2009)

年度末より、「自己点検・評価委員会」を開催して自己点検・評価を行い、「自己点検・

評価報告書」をとりまとめてホームページで公開することとした。 

その後、毎年定期的に「自己点検・評価委員会」を開催し、自己点検・評価を行い、

一定の周期ごとに、桐朋学園大学院大学「自己点検・評価委員会 報告書」としてとりま

とめ、ホームページ上で公表している。 

 

（実施事項） 

第４条 自己点検・評価委員会は、本学にかかわる次の事項について、自己点検・評価 

を行う。 

（１）教育研究の目的、活動等 

（２）教員組織、施設設備等 

（３）学生サービスその他の活動 

（４）本学附属図書館及び附属教育研究機関の活動 

（５）管理運営 

（６）国際交流、地域社会との交流等 

（７）教育研究、管理運営等についての外部評価 

（８）その他自己点検・評価すべき点検項目 
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【資料 4-1-3 自己点検・評価委員会 報告書】 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も、教育研究水準の向上を図るために効果的な、自己点検・評価のあり方につい

ての議論を行うとともに、特に、学生による「授業評価調査」に基づく、教育環境や生

活環境の問題については、点検・評価の結果が速やかに改善に結びつく体制を整えるべ

く、「自己点検・評価委員会」において検討を重ねていく。 

 

 

 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2 の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

本学の自己点検・評価については、音楽研究科演奏研究専攻のみの小規模な独立大学

院として、大学の改善に資するため、点検項目を絞り実施している。 

年度当初の「自己点検・評価委員会」において、点検・評価項目が決定されると、当

該項目に関しての原案等を作成し、改善に向けての協議及び審議を行っている。 

年度末の「自己点検・評価委員会」においては、点検・評価項目の改善状況等につい

ての確認を行い、一定の周期ごとに桐朋学園大学院大学「自己点検・評価委員会 報告書」

としてとりまとめ、ホームページ上で公表している。 

このように本学では、点検・評価項目の策定、点検に関する作業及び評価に関する手

続き等、透明性の高い自己点検・評価に取り組んでいる。 

 

【資料 4-2-1 自己点検・評価委員会 報告書】 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

本学では、認証評価を受審した際の「調査報告書」における改善を要する点及び参考

意見はもとより、当該年度外の基準による判断例等によって、現状の検証を行い、点検・

評価を行っている。 

また、学生による「授業評価調査」の「集計報告」を教職員に配布し「自己点検・評

価委員会」及び「研究科委員会」で分析し授業等の改善に資するようにしている。 
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4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

本学の自己点検・評価の結果については、桐朋学園大学院大学「自己点検・評価委員

会 報告書」としてとりまとめ、教職員に配布し、学内での共有を図るとともに、ホーム

ページに掲載し公表している。 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も自己点検・評価に必要な基礎データ、学生による「授業評価調査」の集計デー

タ等の収集を確実に行い、十分なデータに基づき分析を行うと共に、自己評価のあり方

についても「自己点検・評価委員会」において検討する。 

 

 

 

 

4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

本学の自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルについては、次のとおりで

ある。 

 

PDCA 内容 

Plan（計画） 

・点検･評価項目の策定 

・授業目標、授業計画、成績評価方法等に関するシラバスの 

作成と公表 

Do（実施） 
・改善に向けての協議及び審議 

・シラバスに基づく授業の実施 

Check（点検･評価） 

・改善状況の確認 

・学生による「授業評価調査」の実施及び「集計報告書」の 

作成 

Action（改善） 

・改善結果の確認及び報告（公開） 

・学生による「授業評価調査」の「集計報告書」に基づく授 

業改善の実施及び教育環境や生活環境面の改善等 
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上記のとおり、本学の自己点検・評価による改善のための PDCA サイクルの仕組みは確

立し機能している。 

 

【資料 4-3-1 授業評価調査集計報告】 

【資料 4-3-2 自己点検・評価委員会 報告書】 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の「自己点検・評価委員会」における活動は、前年度及び継続すべき改善・改革

活動に関する情報に基づき、独自に点検･評価項目を策定して、今後の改善や改革のあり

方等についての検討を重ねている。 

今後は、自己点検・評価活動をPDCAサイクルに対応して、より積極的に展開するため

に、「研究科委員会」、「ファカルティ・ディベロップメント委員会」等、学内組織の

各委員会から提起された項目についても「自己点検・評価委員会」において積極的に検

討を行い、改善・改革を推進して行く。 

 

 

［基準 4 の自己評価］ 

 本学の自己点検・評価活動は、本学における教育研究活動及び管理運営等の改善向上

を図るとともに、学則第１条に「桐朋学園大学院大学は、音楽芸術の演奏と学術的理論及

びその応用について教育研究し、芸術文化に関する幅広い識見と卓越した能力及び創造性ゆ

たかな芸術的感性を養い、もって文化の進展に寄与することを目的とする。」と定めた本学

の目的を果たすため、同第２条に「本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目

的を達成するため、自ら点検及び評価を行うものとする。」と定め、これに基づき自己点

検・評価を実施するための体制を整備し、的確に改善・改革活動を行っている。 

自己点検・評価の実施にあたっては、年度当初の「自己点検・評価委員会」において、

現状把握のための十分な調査やデータの収集と分析に基づき、点検・評価項目を決定し、

改善に向けての協議及び審議を行っている。また、年度末の自己点検・評価委員会にお

いては、点検・評価項目の改善状況等についての確認を行い、一定の周期ごとに桐朋学

園大学院大学「自己点検・評価委員会 報告書」としてとりまとめ、ホームページ上で公

表しており、本学の自己点検・評価による改善のための PDCA サイクルの仕組みは確立し

機能している。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．研究発表及び演奏活動 

A－1 研究成果発表の場としての演奏活動 

≪A－1 の視点≫ 

A-1-① 演奏会開催の目的 

A-1-② 演奏活動とその成果 

 

（1）A－1 の自己判定 

基準項目 A－1 を満たしている。 

 

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 演奏会開催の目的 

本学は、建学の精神に基づき、「桐朋学園大学院大学は、音楽芸術の演奏と学術的理論

及びその応用について教育研究し、芸術文化に関する幅広い識見と卓越した能力及び創

造性ゆたかな芸術的感性を養い、もって文化の進展に寄与することを目的とする。」と学

則第一条に定め、音楽表現の無限の多様性を感受し、表現することのできる教養ある音

楽家育成のために必要な、実践的な研究発表の場として、「リサイタル」、「重奏研究 室

内楽コンサート」、「重奏研究 二重奏コンサート」、「桐朋アカデミー・オーケストラ演奏

会」を開催している。 

 

A-1-② 演奏活動とその成果 

過去５年間の主な演奏活動については次のとおりである。 

 

【リサイタル（修了時）】 

開催日 名称等 会場 集客数 

平成 24 年３月１日 

大石 麻以 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
55 名 

横田 絵里 修了リサイタル 

水野利枝子 修了リサイタル 

和田真理子 修了リサイタル 

平成 24 年３月２日 

大海 佳之 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
55 名 

長瀬 佳音 修了リサイタル 

上原 玲未 修了リサイタル 

村上真理菜 修了リサイタル 

平成 24 年３月３日 

北村真紀子 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
60 名 

毛利美智子 修了リサイタル 

前田陽一朗 修了リサイタル 

岡﨑 花絵 修了リサイタル 
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開催日 名称等 会場 集客数 

平成 25 年３月４日 

藤原  望 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
60 名 

藤田悠理子 修了リサイタル 

松村 宏樹 修了リサイタル 

山下 詩織 修了リサイタル 

平成 25 年３月５日 

朴  賢娥 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
60 名 

遠藤 拓弥 修了リサイタル 

秋津 瑞貴 修了リサイタル 

手嶋 麻貴 修了リサイタル 

平成 25 年３月６日 

降簱真理子 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
60 名 

福井  萌 修了リサイタル 

鳥生真理絵 修了リサイタル 

萩谷金太郎 修了リサイタル 

平成 26 年３月３日 

猪口 真理 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
50 名 

亀山 晴代 修了リサイタル 

川畑 夕姫 修了リサイタル 

星野 沙織 修了リサイタル 

平成 26 年３月４日 

早坂なつき 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
70 名 

角田 知香 修了リサイタル 

中川 佳美 修了リサイタル 

田中 美里 修了リサイタル 

平成 26 年３月５日 

中村 早希 修了リサイタル 
富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
50 名 林  朝美 修了リサイタル 

越智 有加 修了リサイタル 

平成 27 年３月２日 

池田真梨子 修了リサイタル 
富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
55 名 新藤 友美 修了リサイタル 

蛭子 瑠里 修了リサイタル 

平成 27 年３月３日 

鈴木 絢子 修了リサイタル 
富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
60 名 松浦香緒里 修了リサイタル 

土屋 満久 修了リサイタル 

平成 27 年３月４日 

森  千紘 修了リサイタル 
富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
60 名 住田 怜美 修了リサイタル 

小野 碧子 修了リサイタル 
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開催日 名称等 会場 集客数 

平成 28 年２月 29 日 

田名部栄里 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
75 名 

吉田  優 修了リサイタル 

阿部 大樹 修了リサイタル 

富田  祥 修了リサイタル 

平成 28 年３月１日 

浅井 隆宏 修了リサイタル 

富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
55 名 

栗田 唯未 修了リサイタル 

中安 修也 修了リサイタル 

中村 領子 修了リサイタル 

平成 28 年３月２日 

稲岡 里美 修了リサイタル 
富山市民プラザ 

アンサンブルホール 
55 名 但馬有紀美 修了リサイタル 

青木 恵音 修了リサイタル 

リサイタルに関しては、上記の他、１年次及び２年次に各 1 回ずつ学内で開催するこ

とを必修としている。 

 

 

【重奏研究 室内楽コンサート】 

開催日 名称等 会場 集客数 

平成 23 年７月６日 重奏研究 Trio コンサート 

校舎 210 室 

50 名 

平成 23 年 12 月５日 
重奏研究 室内楽コンサート 

70 名 

平成 23 年 12 月６日 60 名 

平成 24 年９月 24 日 重奏研究 室内楽コンサート 

校舎 210 室 

45 名 

平成 24 年 12 月５日 重奏研究 チェロ・ソナタ コンサート 50 名 

平成 24 年 12 月 14 日 重奏研究 室内楽コンサート 45 名 

平成 25 年 10 月 30 日 

重奏研究 室内楽コンサート 校舎 210 室 

70 名 

平成 25 年 11 月６日 70 名 

平成 25 年 12 月３日 70 名 

平成 25 年 12 月５日 70 名 

平成 26 年７月 15 日 

重奏研究 室内楽コンサート 校舎 210 室 

55 名 

平成 26 年 11 月 19 日 70 名 

平成 26 年 11 月 21 日 45 名 

平成 26 年 12 月 12 日 50 名 
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開催日 名称等 会場 集客数 

平成 27 年７月８日 

重奏研究 室内楽コンサート 校舎 210 室 

60 名 

平成 27 年７月 10 日 55 名 

平成 27 年 12 月 8 日 60 名 

平成 27 年 12 月 12 日 50 名 

 

 

【重奏研究 Duo コンサート】 

開催日 名称等 会場 集客数 

平成 23 年 10 月 19 日 
重奏研究 二重奏コンサート 校舎 210 室 

60 名 

平成 23 年 10 月 20 日 60 名 

平成 24 年９月 19 日 
重奏研究 二重奏コンサート 校舎 210 室 

60 名 

平成 24 年 11 月 21 日 60 名 

平成 25 年 11 月 20 日 
重奏研究 二重奏コンサート 校舎 210 室 

70 名 

平成 25 年 12 月 11 日 70 名 

平成 26 年 11 月５日 
重奏研究 二重奏コンサート 校舎 210 室 

60 名 

平成 26 年 12 月 10 日 60 名 

平成 27 年 10 月９日 

重奏研究 二重奏コンサート 校舎 210 室 

50 名 

平成 27 年 10 月 15 日 40 名 

平成 27 年 11 月 13 日 40 名 

平成 27 年 11 月 19 日 60 名 

 

 

【桐朋アカデミー・オーケストラ演奏会】 

開催日 名称等 会場 集客数 

平成 23 年４月 29 日 
レクチャー ＆ コンサ

ート 

富山市民芸術創造セ

ンター・リハーサル室 
255 名 

平成 23 年５月 28 日 

             29 日 

コンチェルト実習 

公開授業 

富山市民芸術創造セ

ンター・リハーサル室 

205 名 

215 名 

平成 23 年６月 19 日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,611 名 

平成 23 年 10 月１日 第 43 回 定期演奏会 オーバード・ホール 1,502 名 

平成 23 年 10 月 28 日 
協奏曲の夕べ 

（コンチェルト実習） 
オーバード・ホール 438 名 

平成 23 年 11 月 18 日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,521 名 
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開催日 名称等 会場 集客数 

平成 24 年４月 28 日 第 44 回 定期演奏会 大沢野文化会館 355 名 

平成 24 年５月 18 日 

             19 日 

コンチェルト実習 

公開授業 

富山市民芸術創造セ

ンター・リハーサル室 

174 名 

196 名 

平成 24 年６月８日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,754 名 

平成 24 年９月 28 日 第 45 回 定期演奏会 オーバード・ホール 1,495 名 

平成 24 年 10 月 20 日 
協奏曲の夕べ 

（コンチェルト実習） 
オーバード・ホール 717 名 

平成 24 年 11 月 18 日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,211 名 

平成 25 年４月 26 日 第 46 回 定期演奏会 オーバード・ホール 1,249 名 

平成 25 年 5 月 18 日 

             19 日 

コンチェルト実習 

公開授業 

富山市民芸術創造セ

ンター・リハーサル室 

163 名 

137 名 

平成 25 年６月 15 日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,576 名 

平成 25 年 10 月６日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,322 名 

平成 25 年 10 月 18 日 
協奏曲の夕べ 

（コンチェルト実習） 
オーバード・ホール 782 名 

平成 25 年 11 月 16 日 第 47 回 定期演奏会 オーバード・ホール 990 名 

平成 26 年４月 26 日 第 48 回 定期演奏会 オーバード・ホール 1,129 名 

平成 26 年５月 24 日 

             25 日 

コンチェルト実習 

公開授業 

富山市民芸術創造セ

ンター・リハーサル室 

165 名 

183 名 

平成 26 年６月７日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,302 名 

平成 26 年９月 20 日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,300 名 

平成 26 年 10 月 17 日 
協奏曲の夕べ 

（コンチェルト実習） 
オーバード・ホール 789 名 

平成 26 年 11 月 15 日 第 49 回 定期演奏会 オーバード・ホール 1,264 名 

平成 27 年４月 27 日 第 50 回 定期演奏会 オーバード・ホール 1,134 名 

平成 27 年５月 17 日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,392 名 

平成 27 年６月 20 日 

    21 日 

コンチェルト実習 

公開授業 

富山市民芸術創造セ

ンター・リハーサル室 

201 名 

170 名 

平成 27 年９月 26 日 特別演奏会 オーバード・ホール 1,251 名 

平成 27 年 10 月 24 日 
協奏曲のひととき 

（コンチェルト実習） 
オーバード・ホール 843 名 

平成 27 年 11 月 20 日 第 51 回 定期演奏会 オーバード・ホール 1,270 名 
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弦楽器専攻生は、「コンチェルト実習」以外の演奏会に、年 1 回以上参加することを必

修としている。 

 

本学では富山キャンパス開設以来、建学の精神（Ⅰ.演奏の様式性の獲得、Ⅱ.感性教

育の実践）及び目的（音楽芸術の演奏と学術的理論及びその応用について教育研究し、

芸術文化に関する幅広い識見と卓越した能力及び創造性ゆたかな芸術的感性を養い、も

って文化の進展に寄与すること）に基づき、上記演奏会を開催し、地域の文化活動にも

貢献している。 

 

【資料 A-1-1 演奏会プログラム】 

 

（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

これからも教育研究活動の充実及び地域で求められている本学の文化活動に貢献すべ

く、「富山キャンパス会議」、「研究科委員会」を中心として実習計画を検討していく。 

 

 

［基準 A の自己評価］ 

本学が開催している演奏会は、学生が音楽表現の無限の多様性を感受し、表現するこ

とのできる教養ある音楽家としての能力を身につけるための実践教育の場であると同時

に、聴衆を前にした研究成果発表の場を通して、音楽文化の発展に寄与している。 
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【資料 3-4-7】 学校法人桐朋学園運営審議会規程  

【資料 3-4-8】 学校法人桐朋学園寄附行為  

【資料 3-4-9】 学校法人桐朋学園寄附行為施行細則  

【資料 3-4-10】 桐朋学園大学院大学音楽研究科委員会規則  

【資料 3-4-11】 桐朋学園音楽部門富山キャンパス会議規程  

【資料 3-4-12】 桐朋学園大学院大学自己点検・評価委員会規程  

【資料 3-4-13】 学校法人桐朋学園寄附行為施行細則  

【資料 3-4-14】 学校法人桐朋学園寄附行為  

【資料 3-4-15】 桐朋学園大学院大学音楽研究科委員会規則  

【資料 3-4-16】 桐朋学園音楽部門富山キャンパス会議規程  

【資料 3-4-17】 桐朋学園大学院大学自己点検・評価委員会規程  

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 桐朋学園音楽部門事務局運営要綱  
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【資料 3-5-2】 桐朋学園音楽部門事務局分掌規程  

【資料 3-5-3】 桐朋学園音楽部門事務局運営要綱  

【資料 3-5-4】 桐朋学園音楽部門事務局長職位規程  

【資料 3-5-5】 桐朋学園音楽部門事務局部長職位規程  

【資料 3-5-6】 桐朋学園音楽部門事務局課長職位規程  

【資料 3-5-7】 桐朋学園音楽部門専任事務職員研修基準  

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 桐朋学園音楽部門運営大綱  

【資料 3-6-2】 桐朋学園音楽部門仙川キャンパス運営要綱  

【資料 3-6-3】 今後 10 年間の収支見通し  

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 学校法人桐朋学園経理規程  

【資料 3-7-2】 学校法人桐朋学園資産取得規程  

【資料 3-7-3】 学校法人桐朋学園資産除却規程  

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 桐朋学園大学院大学自己点検・評価実施要領  

【資料 4-1-2】 桐朋学園大学院大学自己点検・評価委員会規程  

【資料 4-1-3】 自己点検・評価委員会 報告書  

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 自己点検・評価委員会 報告書  

4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 授業評価調査集計報告  

【資料 4-3-2】 自己点検・評価委員会 報告書  

基準 A．研究発表及び演奏活動 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1．研究成果発表の場としての演奏活動 

【資料 A-1-1】 演奏会プログラム  

 


