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音楽は、和音をつくりながら美しく豊かな膨らみを生むもので
あると思います。私はそこに、志を同じくして音楽を追及する
人々が集うことの意味を思います。
個々にも優れた才能を持つ方々が、音楽だけでなく、心の和音
を奏でることで、一回りも二回りも人間の幅を広げることがで
きるはずです。高校生活で得る経験や、人と人の間に通う心の
交流が、表現者としての自分を成長させてくれるでしょう。桐
朋は、自由の中に個性を育むことを大切にします。あなたが今
まで気づかなかった自分に出会い、多くの仲間と互いに刺激し
あっていくことを願っています。しっかりとした目的意識を
持って学び、自分の未来に挑戦してください。

10代の後半、感性が最も鋭敏なときです。この時期をどう過ご
すかによって、人の芸術性は大きく変わると言っていいでしょ
う。孤独でもいいし、お友達とのにぎやかな語らいが好きでも
いい。人が音楽にどう向き合っているかに、眼差しを向けてく
ださい。ここでは高校生も大学生も一緒に音楽をします。さら
には卒業生も一体です。音楽をしている多くの人を目の当たり
にし、アンサンブルで音と音を触れあわせることができます。
桐朋の特徴である自由な出会いが、感性を磨き、さらに悟性、
理性を養ってくれるでしょう。

高校時代は多くのことを吸収し、刺激を受け、人として大きく
成長する時期です。音楽人として必ず必要となる知識や理論、
語学も桐朋では多彩なカリキュラムが用意されています。そし
てなにより、共に学び、共に考える仲間は一生の友人・共演者
となっていくことでしょう。国内はもとより世界各国で活躍し
ている卒業生の音楽家はみなさん声をそろえて「自分の音楽生
活の基は桐朋にある」と言っています。桐朋で充実した勉強を
し、世界に羽ばたいていってくれることを期待しています。

桐朋女子高等学校 校長

千葉 裕子
桐朋学園大学　学長

梅津 時比古
桐朋女子高等学校音楽科　高校部長

合田　香
Message



4 5

本校で学び、世界へ羽ばたいた多くの卒業生たち。

彼らはみな、高い技術力や深い探求心だけでなく、

圧倒的な創造性と個性を持っています。

「高校」という枠に収まりきれない学校。
本校の学びを一言でいうと、こうなります。

週1回60分の個人レッスン、大学と同じ90分授業、徹底した基礎

教育と多彩な専門科目、大学生とともに学べる室内楽、合奏・オー

ケストラ授業…。高校・大学７年間一貫教育を視野に入れたカリ

キュラムと指導陣。みずみずしい「個」を育てるのが本校の伝統で

す。ただ美しい音を奏でる演奏者でなく「表現者」としてのスター

トを切る場所。それが、本校であるという誇りと自覚を、一人ひ

とりの胸に持ち続けてください。

桐朋学園大学音楽学部との7年一貫教育を視野に入れ、普通科目・専門科目との関連

も重視しながら、バランスが取れた体系的な学習ができるように教育課程が組まれ

ています。

ピアノ 弦楽器 管楽器 打楽器 ハープ 声　楽 作　曲

ヴァイオリン
ヴィオラ
チェロ
コントラバス

フルート
オーボエ
クラリネット
ファゴット
サクソフォン
ホルン
トランペット
トロンボーン
ユーフォニウム
テューバ

パーカッション
マリンバ

専門実技

専門科目 普通科目

音楽科 （定員100名）

専門実技 副科ピアノ 理論科ピアノ
選択副科 室内楽 ソルフェージュ
ピアノ初見 音楽理論（和声） 音楽理論（応用）
演奏法 音楽史 独唱
重唱・合唱 重奏・合奏

国語 地理歴史 公民
数学 理科 情報
保健体育 家庭 外国語
   

（大学進学時に指揮
専攻を希望する者を
含む）
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高校時代の過ごし方が、将来の音楽人生

を左右します。本校では、高い専門性を

追求するとともに、人間として幅広い視

野を持つことができるようにきめ細かく

指導。教員一同、生徒一人ひとりに目を

行き届かせ、個々の成長過程をしっかり

見守っています。国内外のコンクールを

受ける年齢がだんだん若くなり、学ぶ曲

も多く、難しくなってきています。その

ような中で、桐朋生が着実に成果をあげ

ているのは、桐朋のカリキュラムや取り

巻く環境が優れていることの証しです。

音楽に集中できる環境で
自分の視野を広げていきたいです

　小さい頃から「子供のための音楽教室」に通ってい

たこともあり、桐朋以外の進路は考えられませんで

した。仲間たちがよきライバルでありながら、音楽

を通して協力し合える場所だというイメージを持っ

て入学しましたが、まさにその通り。本当に音楽に

集中できる環境の中で、知識が豊富な友人たちから

学ぶことも多く、どんどん自分の視野が広がってい

くことを実感できます。知識の幅が広がることで、

自分が奏でる音色もより多彩になると思いますので、

これからもいろいろな知識を貪欲に吸収していきた

いと思います。

学校全体で生徒を支える ――
それが最大の魅力です

　指導の先生ごとに、桐朋の伝統の教授法が生きてい

ます。高校生、大学生を分けない「弾き合い」と呼ばれ

るコンサートが多く、互いに、演奏の良いところ、好

きなところを見つけて尊敬し合い、難しいところをど

う弾くか、助け合っています。まさに高校・大学一体で

す。海外のピアニストのマスターコースも高校生、大

学生が同じように受けられます。桐朋がコンクール入

賞者を特別扱いしないのは、桐朋の高校生なら誰でも

入賞の可能性があるということだけでなく、学校が全

員一人ひとりの演奏を大事にしているからです。

村上 弦一郎先生

村上 弦一郎

川島　伸達 小森谷　泉
斎木　　隆 竹内　啓子 
仲道　郁代 練木　繁夫 
広瀬　　康 廻　由美子 
阿部美果子 新井　博江 
中井　恒仁 朴　　久玲 
吉村　真代
Pascal Devoyon 
伊藤　　恵 岡本美智子
田崎　悦子 田部　京子
玉置　善己 二宮　裕子 
野島　　稔 若林　　顕 
青柳　　晋 有森　直樹 
有吉　亮治 今井　彩子 
上野　久子 上原　興隆 
江澤　聖子 大西真由子 
片山　敬子 金子　　恵 
川村　文雄 木村　　徹 
紅林こずえ 清水由香里 
須田眞美子 高田　匡隆 
高橋多佳子 田近　　完 
鶴園紫磯子 中野　洋子 
三上　桂子 三輪　　郁 
山崎　牧子 山田富士子 
楊　　麗貞 渡邉　康雄 
 

ピアノ　指導陣

主任

一人ひとりの個性を生かし
豊かな人間性と
音楽性を育みます

教員
メッセージ

ピアノ専門 2 年

尼子 裕貴さん在校生の声

Piano
ピ アノ
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目指すはソリスト
チャンスをつかむことのできる

人材を育成します

特に、早期からの教育が重要なのが弦楽器です。

将来の演奏家としての資質は、高校時代にどのよ

うな経験をしたかが大きく影響します。本校では、

演奏会やコンクールなど、ステージに立つ機会を

多く持てるよう、幅広いサポートを行っています。

基礎を極め、そこから自己主張できるような個性

を育てるのです。精神性の強さを身につけ、これ

からの人生に生かしてください。

意志のある音楽家を育てる
環境が桐朋にはあります

　桐朋はなぜ次々に素晴らしい弦楽器奏者を生み出

すのでしょうか。演奏界で活躍する素晴らしいＯＢ

や先生、同じ年ごろでもよく知られている生徒など、

あこがれの演奏家たちと四六時中、一緒に学べるの

が桐朋の魅力です。それは、好きなことを言える校

風、廊下で練習していると声をかけられたり、学生

ホールで言いたいことを思い切り言い合える桐朋の

独特の環境から生まれます。ヨーロッパの音大など

から著名な演奏家も次々にマスターコースに来てく

れます。桐朋の高校の仲間は、一生の仲間になる一

体感を持っています。

ヴァイオリン・ヴィオラ
加藤　知子

景山　誠治 堀　　正文
久保田　巧 豊田　弓乃
庄司紗矢香 磯村　和英
漆原　啓子 惠藤久美子
竹澤　恭子 辰巳　明子 
徳永　二男 原田幸一郎
藤原　浜雄 石井志都子
磯　　恒男 梅津南美子
岡田　伸夫 神谷美千子 
木野　雅之 久保　良治 
佐々木　亮 篠﨑　功子 
篠﨑　史紀 鈴木　康浩 
宗　　倫匡 田中　晶子 
店村　眞積 戸田　弥生 
豊嶋　泰嗣 名倉　淑子 
山口　裕之 和波　孝禧

チェロ
毛利　伯郎 長谷川陽子
岩崎　　洸 上村　　昇
倉田　澄子 堤　　　剛
安田謙一郎 山崎　伸子
音川　健二 勝田　聡一
菅野　博文 菊地　知也 
木越　　洋 北本　秀樹 
銅銀　久弥 古川　展生 
松波　恵子

コントラバス
市川　雅典 稻川　永示
西田　直文 星　　秀樹
本間　達朗 

弦楽器　指導陣

主任

弦 楽 器

多くの人から共感を得られる
客観的な考え方が育まれます

　入学するまではずっとソロで弾いていたことも

あり、室内楽やオーケストラでの演奏がとても楽

しく、いつも刺激をもらっています。桐朋は第一

線で活躍している先生が多く、自分の演奏に対し

て客観的な意見をたくさんもらえます。一直線に

自分の世界に突き進むのではなく、多くの人から

共感を得るための客観的な視点が育まれることは、

演奏家として成長していくうえで大切なことだと

感じています。将来はソリストとしてだけでなく、

室内楽やオーケストラでの演奏も両立できるよう

な音楽家を目指しています。

ヴァイオリン専門 3年

菊野 凜太郎さん

教員
メッセージ

在校生の声

ヴァイオリン
加藤 知子先生

Strings
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高校時代は、身体的にも精神的にも著しい成長が

みられる時期です。しっかり基礎を身につけ、芸

術の世界に踏み込むための準備をしましょう。あ

らゆる楽器の中で、発音の仕組みが異なるさまざ

まな楽器と調和し、作曲家が思い描いたそれぞれ

の楽器の個性を理解しながら、それを音にしなけ

ればなりません。管楽器・打楽器・ハープは比較

的スタートが遅いといわれています。できるだけ

早く基礎を固めることが必要ですが焦りは禁物。

ゆとりを持ち、正しい判断力で学べるようサポー

トしていきます。

フルート オーボエ
神田　寛明 蠣崎　耕三
白尾　　彰 （管楽器・打楽器・ハープ） 
倉田　　優 広田　智之
小池　郁江 浦　　丈彦
高野　成之 最上　峰行

クラリネット  ファゴット
亀井　良信 岡本　正之
勝山　大舗 武井　俊樹
四戸　世紀
鈴木　良昭 ホルン
野田　祐介 猶井　正幸
藤井　洋子 今井　仁志
三界　秀実 上原　　宏
吉野亜希菜 吉永　雅人

サクソフォン  
武藤 賢一郎

トランペット トロンボーン
長谷川　潤 神谷　　敏
田宮　堅二 桒田　　晃
佛坂 咲千生 古賀　　光

ユーフォニウム テューバ
山本　訓久 渡辺　 功 

 
パーカッション
小島　　光 近藤　高顕

マリンバ
安倍　圭子 中村　友子
藤井　里佳

パーカッション・マリンバ
安江佐和子　　　　

篠﨑　史子 井上美江子 

管楽器　指導陣

打楽器　指導陣

ハープ　指導陣

トロンボーン
神谷 敏 先生

教員
メッセージ

ゆとりを持った基礎作りで
正しい判断力と練習への
集中力を養います

打 楽 器

楽器に縛られることなく音楽を表現できる
演奏家を目指しています

　管楽器専門の生徒は少ないのですが、弦楽器などに

尊敬できる友人がたくさんいて、音楽についていろい

ろなことを教えてもらっています。楽器を超えて、そ

ういう仲間たちとアンサンブルを楽しめることは、桐

朋で音楽を学ぶ大きな魅力です。大学も桐朋に進んで

プロの演奏家を目指して勉強を続けていきますが、フ

ルートはあくまで自分の音楽を表現するための手段で

あると思っています。師事している白尾彰先生のよう

に、楽器に縛られることなく「音楽をやっている」と聴

衆に感じてもらえる音楽家になりたいですね。

フルート専門 3年

桑迫 ちあもさん在校生の声

Winds

Harp
ハープ

管 楽 器
将来への大きな夢と
音楽への憧れを持ち続けましょう

　音楽を専門的に志そうという皆さん、その追求は

生涯続いていくものです。しかし、その基礎を作る

ことができる時期は今しかありません。桐朋には、

ソロ、アンサンブル、オーケストラで演奏したいと

いう皆さんの情熱とエネルギーを思う存分に発揮で

きるカリキュラムと、高校生・大学生が自由に交流

できて、お互いに助け合い励まし合う校風と環境が

あります。現役のプロ奏者を揃えた先生方が、皆さ

ん一人ひとりの個性と要求に合わせた基礎作りと、

将来の夢の実現へ向けての道のりを、厚くサポート

していきます。

Percussion 主任
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声楽家としての第一歩を
桐朋で踏み出してください

　声楽は身体そのものが楽器です。正確

な発声法、呼吸法、音楽表現を身体でしっ

かりと学びましょう。桐朋には、伝統の

ソルフェージュ教育を基とした専門性の

高い多彩な授業や、豊かな語学の授業が

あります。声の成長と共に音楽の総合力、

語学等の能力が高まり、将来はバランス

の取れた素晴らしい声楽家としてはばた

いていくための、大切な礎となります。

また、器楽専攻生との交流は一生続く素

晴らしい宝物となります。

すべての授業が興味深く
毎日が楽しくてしょうがありません

　声楽のレッスンはもちろん、副科のピアノや

作曲、和声や音楽理論などすべての授業が興味

深く本当に楽しい毎日を送っています。同じ志

を持つ仲間に囲まれ毎日を過ごせることは幸せ

ですし、練習に励んでいる友人の姿を見てはい

つも刺激を受けています。また先生方が高校生

の私たちに対して一人の演奏家として接してく

ださり、恐縮ながらもとても温もりを感じてい

ます。声質や声域もまだ定まっていないので未

知数の部分は多いですが、いろいろなことに挑

戦していきたいです。

声楽　指導陣

主任

教員
メッセージ

在校生の声

声楽
谷 茂樹 先生

声楽専門 2年

福地 十友里さん

谷　　茂樹
藤川　泰彰
大島　幾雄
大橋　ゆり
腰越　満美
落合美和子
里中トヨコ
篠原百合乃
薗田真木子
竹村　靖子
丹藤麻砂美
塚田　裕之
友清　　崇
長尾　康世
中丸三千繪
名古屋木実
半田美和子
牧川　修一
松井　康司
安井　陽子
与那城　敬

声 楽

音楽、語学、分析能力の基礎を
高校時代にしっかり身につけます

声楽は、身体そのものが楽器です。高校時代から

正しい発声法と呼吸法を学びましょう。アカデ

ミックな歌唱が身につくように、生徒一人ひとり

に合わせた指導を行っています。高校・大学7年

間の一貫した専門教育は、幅広い知識と教養を身

につけることができます。ソルフェージュ等の音

楽専門科目は、基礎からしっかり学ぶことができ、

将来の声楽家としての礎を築きます。また、器楽

専攻などの同級生らとの学園生活は、音楽家とし

ての心を豊かにします。

音楽、語学、分析能力の基礎を
高校時代にしっかり身につけます

声楽は、身体そのものが楽器です。高校時代から

正しい発声法と呼吸法を学びましょう。アカデ

ミックな歌唱が身につくように、生徒一人ひとり

に合わせた指導を行っています。高校・大学7年

間の一貫した専門教育は、幅広い知識と教養を身

につけることができます。ソルフェージュ等の音

楽専門科目は、基礎からしっかり学ぶことができ、

将来の声楽家としての礎を築きます。また、器楽

専攻などの同級生らとの学園生活は、音楽家とし

ての心を豊かにします。

Vocal music
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作品を創作し、発表する
理想的な音楽環境があります

作曲活動は演奏家との共同が不可欠です。優

れた演奏家を輩出してきた本校では、その特

長を生かした活気ある創作活動が行われてい

ます。作曲の基礎、楽器法は週1回のレッス

ンに集約。多彩な指導陣が意欲的にテーマを

設定して開設される音楽理論講座は自由に受

講することができ、理論科ピアノ(週1回60

分のレッスン)では演奏も体験できます。「指

揮」で大学進学を目指す場合は、高校では作

曲専門で和声や楽器法などをじっくり学んで

ください。
内容がとても充実しているので
90分の授業は“あっという間”です

　中学1年の時にオープンキャンパスに参加し、

石島正博先生と出会ったことが、桐朋で作曲を

学ぶきっかけになりました。大学から音楽を専

門に学ぶ選択肢もありますが、なるべく早くか

ら音楽に没頭できる環境で勉強したいと思いま

した。いまは毎日が楽しく、本当に充実してい

ると実感でき、自分の曲をすぐに演奏してくれ

る仲間に恵まれているのも嬉しいことです。授

業は90分間ですが、内容が濃いので、まったく

長く感じません。大学でも作曲の勉強を続け、

大きなコンクールにも挑戦してみたいと考えて

います。

金子　仁美

正門　憲也 鈴木　輝昭
法倉　雅紀 三瀬　和朗
大西　義明 野平　一郎
湯浅　譲二 莱　　孝之
池田　哲美 石島　正博 
大家　百子 香月　　修 
久木山　直 権代　敦彦 
佐藤　岳晶 鈴木　純明 
土田　英介 新実　徳英
西岡　龍彦 原田　敬子 
福士　則夫 

法倉　雅紀 斎木　　隆
三瀬　和朗 飯野明日香
石岡　久乃 加藤真一郎
Laurent Teycheney
林　　達也 三輪　　郁
吉田　真穂

作曲　指導陣

主任

理論科ピアノ　指導陣

在校生の声

教員
メッセージ

作曲
金子 仁美 先生

作曲専門　2年

白石 和也 さん

作  曲

細やかな指導の中で
音を創造し、形にしていきます

　曲を作りたい、何かを音で表現したいとい

う思いを、作品に仕上げてみませんか？

高校から本格的に作曲を学ぶ環境は、将来に

向けた確かな土台となります。毎週１回１時

間の作曲実技と理論科ピアノのレッスンで丁

寧な指導を受けながら、自分のペースでじっ

くり学習を展開してゆきます。またさまざま

な楽器を専門とする友人たちとの学校生活を

通して、幅広く音楽を経験することができる

でしょう。大学の企画する催しへの参加の機

会もあり、一足早く大学レベルの教育を受け

る場も整っています。

Composition
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1 年 2 年 3 年

教　科 科　目 必　修  必修選択 自由選択 必　修 必修選択 自由選択 必　修 必修選択 自由選択

国　語

国語総合 4

現代文Ａ
（2）※❶ （2）

古典Ａ

地理歴史
世界史Ａ 2

日本史Ａ （2）※❷ （2）

公　民 現代社会 2

数　学
数学Ⅰ 2

数学Ａ （2） （2）

理　科
科学と人間生活 （2） （2）

生物基礎 （2） （2）

情　報 社会と情報 2

保健体育
体育 3 2 2

保健 2

家　庭 家庭基礎 2

外国語

コミュニケーション 英語Ⅰ 2

英語表現Ⅰ 2

英語表現Ⅱ 4 4

ドイツ語
4※❸

フランス語

普通科目合計 21 8 ※❹ 6 ※❹

※❶　「現代文Ａ」「古典Ａ」のうちいずれか１教科を、２・３年次のどちらかで２単位必修。
※❷　（　）のものは、２・３年次のどちらかで２単位必修。以下同じ。
※❸　ドイツ語、フランス語どちらかを、自由選択で履修。
※❹　２・３年次での必修選択教科数が違うので、合計単位が異なる。

〔 教 育 課 程 表 〕

月 火 水 木 金

Ⅰ時限
8:40 ～ 10:10 和声Ⅰ 音楽理論

基礎
体育・

ナンバリズミック 情報 ソル
フェージュ

Ⅱ時限
10:20 ～ 11:50

国語総合
現代

ソル
フェージュ 英語 国語総合

古典 世界史

昼休み

Ⅲ時限
12:40 ～ 14:10 英語 数学 家庭科 体育実技 保健体育

Ⅳ時限
14:20 ～ 15:50

ホーム
ルーム

前半：ピアノ初見
後半：独唱

月 火 水 木 金

Ⅰ時限
8:40 ～ 10:10 音楽史 ソル

フェージュ 英語 ドイツ語 体育実技

Ⅱ時限
10:20 ～ 11:50 英語 ドイツ語 国語 音楽理論 ソル

フェージュ

昼休み

Ⅲ時限
12:40 ～ 14:10 日本史 和声Ⅱ 数学 科学と

人間生活 現代社会

Ⅳ時限
14:20 ～ 15:50

弦楽
オーケストラ

ホーム
ルーム

カリキュラム❶

1 年 ピアノ専門 時間割（例）

2 年 ヴァイオリン専門 時間割（例）

本校の目指す教育は、大・高一貫７年の中でより音楽を深めていくことにあり、生徒一人ひとりに沿う

丁寧な教育を目指しています。専門科目だけでなく、普通科目や語学の枠も重視しており、さらに文

化として成熟した学問にも対応できるよう、充実したカリキュラムを揃えています。

高校時代の幅広い学びは、個性豊かな音楽家として羽ばたく礎となります。

＊ 普通科目履修単位一覧表

グレード制による少人数クラス編成
（一部教科を除く）

語学重視の授業構成

豊富な選択科目

大学までの一貫教育を
視野に入れたカリキュラム体系

大学と共通の教員が
担当する質の高い授業
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1 年 2 年 3 年

教　科 科　目 必修  必修
選択

自由
選択 必修 必修

選択
自由
選択 必修 必修

選択
自由
選択

実　技

専門実技 2 2 2

副科ピアノ 1 1 1 ピアノ・作曲専門
以外必修

理論科ピアノ 2 2 2 作曲専門のみ
必修

選択副科 1・2 1・2 1・2

室内楽 1・2 1・2 1・2

ソル
フェージュ

ＳＨＭ 3 3 3

ピアノ初見 1 ピアノ専門のみ
必修

音楽理論
和声Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2 2 2 作曲専門以外

必修

応用 1 1

演奏法 演奏研究 1 1 1

音楽史 音楽史 1 2 2

声楽

独唱 1 1※❺ ピアノ・作曲専門
のみ必修

重唱 1 1 1

合唱 2※❻ 2 2※❺ 2 2※❺ ピアノ・声楽・作曲
専門のみ必修

重奏・
合奏

弦楽アンサンブル基礎 2 弦楽器専門
のみ必修

弦楽オーケストラ 2 2 弦楽器専門
のみ必修

オーケストラ・合奏 2※❺ 2※❺ 2 2※❺ 弦楽器専門
のみ必修

専門科目合計 ※❼

総合的学習の時間 1 1 1
特別活動

ホームルーム活動 1 1 1

高大連携科目 1～※❽ 1～※❽ 1～※❽

総　計 2 1～ 2 1～ 2 1～

教科 科　目 ピアノ
専門

 弦楽器
専門

声楽
専門

管・打・
ハープ専門

作曲
専門

普通科目 45 45 45 45 45

普通科目合計 45 45 45 45 45

専
門
科
目

1. 実　　技 6 9 9 9 12

2. ソルフェージュ 10 9 9 9 9

3. 音楽理論 8 8 8 8 2

4. 演 奏 法 3 3 3 3 3

5. 音 楽 史 5 5 5 5 5

6. 声　　楽 8 3 9 3 ～8 8

7. 重奏・合奏 0 8 0 0 ～6 0

専門科目合計 40 45 43 42 ～43 39

総合的学習の時間 3 3 3 3 3

特別活動 3 3 3 3 3

必修単位総計 91 96 94 93 ～94 90

※❺　管・打・ハープ専門は各学年、声楽か重奏・合奏のどちらかを必修選択。
※❻　１年次声楽専門のみ必修
※❼　専門によって必修教科が違うので、合計単位が異なる。
※❽　高大連携科目は、学校長が本学の教育方針に従って指定した科目のみ履 

修することができる。

専門科目履修単位一覧表 各専門科目別必修単位一覧表

カリキュラム❷ カリキュラム❸

ソルフェージュ　指導陣

大橋　浩子 鈴木しのぶ 鷹羽　弘晃 森山　智宏 三瀬　和朗 井澤　岳野
加藤　千春 塩崎　美幸 清水　　篤 田上　英江 築田　佳奈 塚田　眞理 
中村理奈子 船橋　泉乃 

ピアノ初見　指導陣

木村　　徹 鈴木 しのぶ 久保田千裕 
高田　匡隆 鷹羽　弘晃

全生徒の必修科目として重点が置かれているのがソルフェー

ジュです。新曲視唱、旋律・和声聴音、読譜の基礎訓練とその

応用演習を行い、各自の専門実技の即戦力となる授業を展開し

ます。理解の深さ、表現の的確さ、譜読みのスピードなど、本

校のソルフェージュ教育がもたらす成果は海外からも高く評価

されています。

● 1年次より3年次まで、週2回、全生徒必修の授業があります。
授業は各学年ごと、能力別クラスに分けた少人数によるもの
で、個々の能力に合った内容になっています。

● 入学時にクラス編成テストを行います。その後、グレード試験
は２年次に1回、3年次に2回あり、その都度クラス再編をしま
す。3年次のグレードはそのまま大学に持ち上がります。

● ピアノ専門では、1年次に初見奏や移調奏を中心とする「ピアノ
初見」の授業があります。

鈴木 しのぶ 教 諭
ソルフェージュ

どの先生も、工夫を凝らした個性豊かな授業を
展開しています。受験ソルフェージュとは全く違う
授業を楽しんでください。

森山 智宏 教 諭
ソルフェージュ・音楽理論

音楽家にとって必要なものは、まず読譜力です。
ソルフェージュは、読譜力向上の手助けをする、
大切な訓練のひとつです。

専 門 科 目
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本校の合奏教育は、桐朋学園音楽部門の創設者の一人である斎藤秀

雄先生の指導のもとで目覚ましい成果をあげ、日本および世界のオー

ケストラに在籍する多くの楽団員を輩出してきました。1年次・2年

次には基本となる弦楽オーケストラを行い、3年次には大学生と一緒

にフルオーケストラに参加します。さらに3年次には、必修のオーケ

ストラ以外に大学生を中心としたオーケストラを選択することも可

能です。第一線で活躍する指導者の指導のもとでオーケストラの基

礎と楽しさを学びながら、感動を共有することができます。

弦楽アンサンブル／弦楽オーケストラ　指導陣

惠藤久美子 景山　裕子 久保　良治 長谷川陽子

音楽史を学ぶことの大きな目的は、歴史的知識を増やすことよ

りも「音楽を考える力」を育むことにあります。そのために、

楽譜や楽器の成り立ち、個々の作品に込められた音楽家の思想

や社会的背景など、「楽譜の裏側」を学びます。

● 1年次には、音楽史の基礎として音楽概論を学習します。

● 2・3年次には、西洋音楽の歴史を演奏や理論と関連づけながら
実践的に学びます。

より質の高い専門実技を身につけることができるよう、

「音楽」についてのさまざまな理論を体系的に学びます。

● 1年次に基礎的な音楽理論の授業を必修としています。

● 3年間、一貫したカリキュラムによる和声の授業を展開します。

● 2年次からは、さまざまなジャンル・テーマに基づいた実践的な
音楽理論（応用）の授業を選択して受講できます。

● 18世紀音楽の演奏解釈
● 現代の音楽
● 楽曲分析の耳
● 音楽を知るクリティカル・ワーズ
● 《ショパン その正しい演奏法》
 ～楽曲の背景・解説と分析・演奏のポイント～
● ピアノ・リテラチュア～12人の作曲家の重要なピアノ作品について～
    （バッハからシェーンベルクまで）
● J.S.バッハを中心とした対位法楽曲
● 近代フランス音楽を知る－詩や絵画とのかかわりから
● 編曲の実習
● 古典の音楽
● 英語で楽典
● 20世紀音楽入門

2016年度  音楽理論（応用）  授業テーマ

正門 憲也 教 諭
作曲・音楽理論

音楽の深さを学べる幸せな環境ですが、普段か
らちょっとしたことに感動できる音楽人になるた
めのサポートをしたいと思います。

鷹羽 弘晃 教 諭
ソルフェージュ・音楽理論

音楽理論やソルフェージュは無限の音楽の楽
しみ方を発見するツールです。受講生のレベル
に応じた授業で、個々の視野を広げます。

音楽理論　指導陣

正門　憲也 鷹羽　弘晃 藤村　晶子 森山　智宏 大西　義明 
金子　仁美 鈴木　輝昭 法倉　雅紀 三瀬　和朗 加藤伊津子 
加藤真一郎 桐山　温子 小島有利子 佐藤　岳晶 清水　　篤 
下田　幸二 首藤健太郎 関野 さとみ 田上　英江

音楽史　指導陣

藤村　晶子
米田 かおり

藤村 晶子 教 諭
音楽史・音楽理論

歴史を知ることは、音楽の現在
を考えることにつながります。柔
軟な思考で歴史と現在を切り結
び、あなた自身の「音楽への問
い」を見つけてください。

専 門 科 目

13

、
、
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ピアノ・作曲以外の専門の生徒は、「副科ピアノ」が３年間必

修となります。 レッスンは週１回20分、前期・後期末には、

実技試験も行われます。

必修副科ピアノ　指導陣

7ページ ピアノ指導陣参照
岩下佐和子 小澤　英世 小田　裕之 垣内　　敦
佐藤　勝重 中川　賢一 中川　朋子 松谷　園子
宮木　麻衣

高校・大学を通じて室内楽教育を重視しています。年間を通

じて選択することができる「室内楽」や「2台ピアノ」のレッ

スン。自ら室内楽の演奏会を数多く行っている指導陣が、そ

のノウハウと音楽づくりについて教えてくれます。

藤川 泰彰 教 諭
声楽・独唱・合唱

桐朋生は音楽のすべてにとても積極的です。
声楽科以外の生徒でも独唱や合唱授業で強
い意欲を感じます。そのような皆さんと一緒に
音楽ができることをとても嬉しく思います。

「歌う」ことは、音楽の表現をする

上でとても大切な要素です。声楽

専門生以外でも、声楽の学びを重

視。ピアノ・管楽器・打楽器・ハー

プ・作曲専門生は、基本的に１年

次で「独唱」を、２・３年次で「合

唱」を学びます。

専 門 科 目

音楽や楽器への理解をよりいっそう広げるために、在籍する専

門以外の実技（副科ピアノを除く）を選択することができます。

● 弦楽器

ヴァイオリン、ヴィオラ、

チェロ、コントラバス

● 管楽器

フルート、オーボエ、

クラリネット、ファゴット、

サクソフォン、ホルン、

トランペット、トロンボーン、

テューバ

● 打楽器

● ハープ

弦楽器 9ページ 弦楽器指導陣参照
 ヴァイオリン／梅津 美葉、寺沢 希美

管楽器 11ページ 管楽器指導陣参照

打楽器 安倍　圭子、中村 友子、藤井 里佳、安江 佐和子

ハープ 篠﨑 史子、井上 美江子

古楽器 バロック・ヴァイオリン／寺神戸 亮、戸田 薫

 バロック・チェロ／Emmanuel G i rard、酒井 淳、武澤 秀平

 バロック・オーボエ／桐山 温子

 フラウト・トラヴェルソ／有田 正広

 リコーダー／古橋 潤一

 ヴィオラ・ダ・ガンバ／Emmanuel G i rard

 チェンバロ／有田 千代子、上尾 直毅

 オルガン／水野 均

声　楽 藤川 泰彰、大橋 ゆり、腰越 満美、谷 茂樹、

 落合 美和子、里中 トヨコ、篠原 百合乃、薗田 真木子、

 丹藤 麻砂美、塚田 裕之、友清 崇、長尾 康世、半田 美和子、

 松井 康司、安井 陽子、与那城 敬、北村 典子

指　揮 梅田 俊明、村上 寿昭、吉田 行地

作　曲 15ページ 作曲指導陣参照
 鷹羽 弘晃、森山 智宏、井上 渚、首藤 健太郎、田上 英江、

 蛯子 浩二郎

選択副科　指導陣

● 古楽器

バロック・ヴァイオリン、

バロック・チェロ、

バロック・オーボエ、

フラウト・トラヴェルソ、

リコーダー、ヴィオラ・ダ・ガンバ、

チェンバロ、オルガン

● 声　楽
● 指　揮
● 作　曲

独唱・合唱　指導陣

独唱 藤川　泰彰 大橋　ゆり 篠原百合乃 丹藤麻砂美
合唱 藤川　泰彰 塚田　裕之 石川　直人
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国 語　指導陣

西野入篤男 千田　　実 
吉田　遼人

数学・理科・情報　指導陣

姫野　雅子 國府田美保子 
酒井　知子 土田　　智美 
増田　翔也

日本史・世界史・現代社会　
指導陣

米田　潔弘 浅野　　充 
河口 隆太郎 櫻井絵美夏 
福川　幹夫 

西野入 篤男 教 諭
国語

音で、言葉で、文章で、自分を表現する方法
は多種多様。確かな教養と豊かな経験を糧
に表現力を鍛えましょう。自分を魅力的に演
出するために。

荒巻 由紀 教 諭
体育・保健

一般的な保健体育に加え、演奏家として大切な
身体の使い方や、人間関係づくり、メンタルコン
トロールが学べます。

三浦 大輔 教 諭
英語

皆さんがそれぞれの分野で活躍する時の助けと
なることを目指した英語の授業を行っています。

２年次になると、英語のほかにドイツ語かフ
ランス語も週２回、学ぶことができます。こ
れにより、大学入学後、さらに進んだ勉強を
することが可能となります。西洋音楽を勉強
する人にとって、ヨーロッパの言語はとても
重要です。将来海外で研鑽を積むために語学
力が必須となるだけでなく、言語の学習を通
じて、西洋の文化や思想といった音楽の背景
をより深く理解することができます。

全学年で習熟度別にクラス編成を行い、平均
10 ～ 20名程度の少人数クラス体制で学びま
す。授業は90分、週２回。３年間で体系的
な英語学習を行います。１年次は、中学で学
んだ英語を読解・作文に役立てる技術を学び
ます。２年次は、文法を幅広く学習し、英語
基礎力の完成を目指します。３年次では、読
解、作文、オーラル・コミュニケーションな
どのクラスに分かれ、理解力・表現力の両方
を磨いていきます。

ドイツ語・フランス語　指導陣

ドイツ語 玉川　裕子 猪狩　弘美 
 川名　真矢
フランス語 小森谷朋子 角津　美愛 
 萩原さがみ 山邑久仁子

英語　指導陣

三浦　大輔 長瀬　浩平 
磯西　翔子 黒須　祐貴
鈴木　　希 田中　由香 
鳥居　　創 Damian MacIntosh 
間瀬　裕子 矢向　寛子
山本　悠太

普 通 科 目

体育・保健　指導陣

荒巻　由紀 矢野　龍彦 伊澤　英紀 
鈴木　準子 須関　裕子 田中　優子 
長谷川　智 福田大和子 森　江里香

「心」「身体」「技」は密接に結びついています。本校の
体育はそこに着目し、呼吸法、リラックス法、演奏姿
勢など、レベルの高い演奏法に結びつく身体の使い方
を、体系的に学べるような授業を行っています。

家庭科　指導陣

川島 しづゑ 今野　明子
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マキシム・ヴェンゲーロフ　
Maxim Vengerov
ヴァイオリニスト

特別レッスン   ヴァイオリン

5/24

庄司 紗矢香
本学特命教授

特別レッスン   ヴァイオリン

6/10

竹澤 恭子
本学特任教授

特別レッスン  ヴァイオリン

6/15・16、11/23・24

ポール・ロチェック
Paul Roczek
国立ザルツブルグ・モーツァルテウム音楽大学教授

特別レッスン  ヴァイオリン

6/15〜20

ジャック・リーベック
Jack Liebeck
英国王立音楽院教授

特別レッスン   ヴァイオリン・室内楽 

10/28〜31

ナム・ユン・キム
Nam Yun Kim
韓国国立芸術大学名誉教授

特別レッスン   ヴァイオリン

11/9〜11

本校の教育の成果は海外にも広く知られ、本校の生徒や教育システムに関心を持っている多くの演奏家や
指導者が世界中から来校し、講座や特別レッスンを行っています。

パスカル・ドヴァイヨン
Pascal Devoyon
ベルリン芸術大学教授、本学特任教授
特別レッスン・公開講座

4/7〜9、6/1〜6、10/10〜15、
12/5〜12、1/4〜8、2/28〜3/4、
3/7〜9、3/29〜31

ミハイル・ヴォスクレセンスキー
Mikhail Voskresensky
モスクワ音楽院教授

特別レッスン

7/3〜7、11/21〜12/3

ジャン=クロード・ペヌティエ
Jean-Claude Pennetier
ピアニスト

マスタークラス  

11/8

ウィレム・ブロンズ　
Willem Brons
ピアニスト、アムステルダム音楽院教授

公開講座

11/18

オリヴィエ・ギャルドン　
Olivier Gardon
ハノーファー音楽・演劇メディア大学教授、
パリ国立地方音楽院教授

特別レッスン

1/12〜16

ミハイル・ワイマン
Michael Vaiman
国立ケルン音楽大学教授

特別レッスン   ヴァイオリン

11/20〜26

川崎 雅夫
ジュリアード音楽院教授

マスタークラス   ヴィオラ

5/19

オリ・カム
Ori Kam
ジュネーブ音楽院教授、
エルサレムカルテット・メンバー

マスタークラス  ヴィオラ
1/12

ミハル・カニュカ
Michal Kanka
プラハ音楽院講師、
プラジャーク カルテット・チェリスト

マスタークラス   チェロ

6/30

マリオ・ブルネロ
Mario Brunello
チェリスト

マスタークラス   チェロ

3/18

エンリコ・ファゴーネ
Enrico Fagone
スイス・イタリア語放送響 第１ソロ首席コントラバス奏者、
ルガーノ音楽院教授

特別レッスン   コントラバス

4/13

ピアノ 弦楽器

管楽器

近藤 富佐子
パリ国立地方音楽院教授

特別レッスン  

4/20〜23・28、10/21・22、26〜28

小山 由美 
オペラ歌手

特別レッスン   
9/28〜10/3

チャールズ・スペンサー・スミス
Charles Spencer Smith 
ウィーン国立音楽大学教授

特別講座   

2/22

クリストフ・プレガルディエン、
Christoph Pregardien
声楽家

ミヒャエル・ゲース
Michael Gees 
ピアニスト

特別講座   

3/25

ドロン・ナボン
Doron Navon
フェルデンクライス研究センター長

演奏家のための体の使い方  

9/15、11/3・10・24

ミッシェル・アリニョン
Michel Arrignon
レイナ・ソフィア高等音楽院名誉教授

マスタークラス   クラリネット

2/3

ハンス・ペーター・シュー
Hans Peter Schuh
グラーツ音楽大学教授、
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

マスタークラス   トランペット

10/7

ホーカン・ハーデンベルガー
Håkan Hardenberger
パリ国立音楽院特別教授

マスタークラス   トランペット

11/5

ライナー・アウアーバッハ
Rainer Auerbach
ロストック音楽大学教授

マスタークラス   トランペット

2/3・6

招聘教授などによる

講座・特別レッスン  （2015年度実績）

打楽器

桐山 温子、上尾 直毅
本学非常勤講師

オーボエの歴史  

10/7

酒井 淳、エマヌエル・ジラール
本学特任教授
教会旋法について　16 世紀 Musica Poetica の世界   

10/27

酒井 淳
本学特任教授

特別レッスン  

10/28

寺神戸 亮
本学特任教授

バッハの《フーガの技法》を体験しよう   

2/3

古楽器

レイ・リャン　
Lei Liang
カリフォルニア大学サンディエゴ校准教授、作曲家

公開レッスン、レクチャーコンサート   

6/23・24

コート ・リッピ　
Cort Lippe
ニューヨーク大学バッファロー校准教授

特別講演、レクチャー＆コンサート   
コンピュータ音楽の夕べ

9/18

湯浅 譲二　
本学特任教授

特別講座   

3/4

作 曲声楽

アルハンドロ・ルイス・ズルアガ
Alejandro Ruiz Zuluaga
コロンビア・メデジンオーケストラ、
ティンパニスト

コロンビアの作曲家とマリンバ作品について  

6/3

小川 留美
打楽器奏者、アンサンブル・モデルン・メンバー

室内楽の打楽器  
10/21

髙橋 明邦
邦楽演奏家

和太鼓の奏法と邦楽打楽器アンサンブル  

10/28、11/18、12/2

アンダース・アストランド
Anders Astrand
打楽器奏者

特別講座   打楽器

11/4
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4 April
11日（月） 調布・くすのきホール

ピアノ・コンチェルト・
コンペティション受賞者コンサート
17日（日） 紀尾井ホール

大学卒業演奏会
24日（日） 紀尾井ホール

高校卒業演奏会

5 May
5日（木） 東京国際フォーラム

ラ・フォル・ジュルネ
10日（火）・ 11日（水） 調布・くすのきホール

管楽アンサンブルの夕べ❶❷

20日（金） 調布・くすのきホール

第95回室内楽演奏会

27日（金） 調布・くすのきホール

声楽コンサート

31日（火） 石橋メモリアルホール

ヴィオラスペース［1日目］
指揮：原田幸一郎

6 June
1日（水） 石橋メモリアルホール

ヴィオラスペース［2日目］
指揮：原田幸一郎

7日（火）・10日（金）  調布・くすのきホール

高校 Students' Concert❶❷
（ピアノ、ヴァイオリン）

15日（水） 調布・くすのきホール

大学 Students' Concert❶
（ピアノ・ヴァイオリン）

17日（金） 東京オペラシティ・リサイタルホール

第38回作曲作品展
22日（水） 調布・くすのきホール

第96回室内楽演奏会

7 July
2日（土） 調布市グリーンホール

オーケストラ演奏会

8 August
23日（火） 東京文化会館小ホール

桐朋・ピアノ・コンペティション（本選）

9 September 
9日(金)・10日(土） カワイ表参道　パウゼ

ファカルティ・コンサート
"来るべき音"   ［中期ロマン派への誘い］

10 October
7日（金） 調布・くすのきホール

大学 Students' Concert ❷
（ピアノ・ヴァイオリン）

18日（火） 調布・くすのきホール

第6回桐朋ピアノ・ガラコンサート
19日（水） 調布・くすのきホール

大学 Students' Concert ❸
（ピアノ・ヴァイオリン）

30日（日） 愛知県芸術劇場コンサートホール

オーケストラ演奏会

 2016 CONCERT SCHEDULE

11 November
3日（木） 東京オペラシティ・コンサートホール

オーケストラ演奏会
MMSチャリティオーケストラ

11日（金） 調布市グリーンホール

オーケストラ演奏会
21日（月） 調布・くすのきホール

弦楽オーケストラ演奏会

23日（水） ミューザ川崎

音楽大学オーケストラ・フェスティバル

12 December
9日（金） 三鷹市芸術文化センター風のホール

第35回パーカッションの夕べ
13日（火） 府中の森芸術劇場ドリームホール

第26回Symphonic Winds演奏会
15日（木） 府中の森芸術劇場ウィーンホール

チェロアンサンブル

17日（土） 長野県伊那文化会館

Symphonic Winds演奏会 in 伊那市
21日（水） 調布キャンパス001室

ハープアンサンブルの夕べ

2 February
3日（金） 府中の森芸術劇場ウィーンホール

合唱の夕べ
8日（水） 調布キャンパス008室

オペラ試演会

3 March
12日（日） 浜離宮朝日ホール

大学ピアノ専攻卒業演奏会
25日（土）・ 26日（土） ミューザ川崎・東京芸術劇場

音楽大学オーケストラ・フェスティバル

桐朋学園音楽部門主催・共催等の演奏会が数多く開催されます。その他の公演および
詳細はホームページの「演奏会情報」でご案内していますので、ご覧ください。

本校の生徒は、コンクールに積極的に参加し、優秀な成績をおさめています。
※ 紙面の都合で一部のみを掲載しています。詳細はホームページをご覧ください。（学年は受賞時の学年を記載しています。）

第69回 全日本学生音楽コンクール

コンクールでの活躍 （2015 年度実績）

ピアノ部門 高校の部　全国大会 第1位
ピアノ専門1年

尼子 裕貴さん

ピアノ部門 高校の部　全国大会 入選
ピアノ専門3年

香月 すみれさん

ヴァイオリン部門 高校の部
全国大会 第2位、
サントリー芸術財団名器特別賞
ヴァイオリン専門3年

島方 瞭さん

ヴァイオリン部門 高校の部　
全国大会 入選
ヴァイオリン専門2年

谷村 香衣さん

チェロ部門 高校の部　東京大会 第1位
チェロ専門3年

矢部 優典さん

チェロ部門 高校の部　東京大会 奨励賞
チェロ専門3年

江口 友理香さん

ピアノ部門　第2位、岩谷（聴衆）賞
ピアノ専門3年

黒田 哲平さん

第84回 日本音楽コンクール

第13回 東京音楽コンクール
弦楽部門　第1位、聴衆賞
チェロ専門3年

水野 優也さん

第18回 ブルクハルト国際音楽コンクール
第3位
ピアノ専門3年

和泉 貴子さん

第4位
ピアノ専門2年

大原 さくらさん

第17回 ショパン国際ピアノコンクール in ASIA
アジア大会 コンチェルトB部門　銅賞
ピアノ専門2年

荒井 玲奈さん

アジア大会 高校生部門　金賞
ピアノ専門1年

市居 宥香さん

アジア大会 高校生部門　銅賞
ピアノ専門3年

森 美矩さん

第３回 いしかわ国際ピアノコンクール

第11回 ルーマニア国際音楽コンクール 
弦楽部門
第1位、ターキッシュ・エアラインズ賞
ヴァイオリン専門3年

阪本 玲歌さん

管弦打楽器部門　第1位
ヴァイオリン専門2年

吉岡 伶奈さん

第５回 鹿児島国際音楽コンクール

高等学校部門　銀賞、審査員特別賞
ピアノ専門1年

重森 光太郎さん

高等学校部門　優良賞
ピアノ専門2年

浪江 杏佳さん

第23回 ヤングアーチストピアノコンクール
ピアノ協奏曲部門　銀賞
ピアノ専門3年

和泉 貴子さん

第48回 カワイ音楽コンクール
ピアノ部門ソロの部Sコース　銀賞
ピアノ専門3年

黒田 哲平さん

第29回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
弦楽器部門 高校生の部 第1位
ヴァイオリン専門3年

調 雅子さん

第9回 横浜国際音楽コンクール
ピアノ部門 高校の部　第2位
ピアノ専門3年

牧瀬 愛結さん

ピアノ部門 高校の部　第3位
ピアノ専門3年

佐竹 那月さん
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芸術週間

恒例となっている3年生のオペラ・ミュージカルでは、劇中の音楽
演奏はもちろんのこと、曲のアレンジやオーケストレーションまで
を生徒自らが手がけます。音源を聴いて自分たちで楽譜を起こし、
その曲をどのように演奏するか考える…。ソルフェージュをはじめ
とした日ごろの授業の成果が試されるときです。試行錯誤を繰り返
しながら仲間と一緒にひとつのものを創りあげる日々は、これから
先、音楽活動を続けていく上でかけがえのない経験となります。

スポーツ大会

毎年6月、音楽科の生徒全員が
参加して行われます。さまざ
まな競技に心地よい汗を流す
ひととき。種目ごとに点数を
つけてクラス対抗で競うので、
チームワークを高める良い機
会となります。

ハイキング

1年生を対象に4月
に行われます。新
しい仲間との交流
を深め、深い絆を
育みます。

校外学習

2年生全員参加の校外合宿
です。山深き里にある施設
で、思う存分自然を満喫で
きます。さまざまなレクリ
エーションのほか、充実し
た体験内容の2泊3日となっ
ています。

April May June July August September October November December January February March

▶ 4/4〜8 
 オリエンテーション
▶ 4/6  入学式
▶ 4/11  
 前期授業開講
▶ 4月下旬
　ハイキング（高1）

▶ 5月中旬　
 校外学習（高2）
▶ 5/22　
 オープンキャンパス

4/11～7/22 前期授業

▶ 6/3　
 スポーツ大会
▶ 6/14
 保護者会
▶ 6/15
 芸術鑑賞会

▶ 7/11〜16　
 前期実技試験期間
▶ 7/23　
 前期授業終講
▶ 7/26〜29　
 夏期講習

▶ 9/1〜7
 特別授業期間
▶ 9/5〜6
 情報集中講義
▶ 9/8
 後期授業開講

▶ 12/7　生徒総会
▶ 12/11　保護者会
▶ 12/16〜17
 後期実技試験期間①
▶ 12/19〜20　情報集中授業
▶ 12/23〜24　冬期講習

▶ 1/10〜24
 後期実技試験期間②
▶ 1/31
 後期授業終講

▶ 3/1〜13
 特別授業期間
▶ 3/8
 合唱コンクール
▶ 3/14
 卒業式

9/8～1/31 後期授業

年 間 行 事
（ 2 0 1 6 年 度 ）

▶ 10/3〜8
 秋の芸術週間
▶ 10/15
 桐朋祭

▶ 2/27〜28
 室内楽･二台ピアノ単位
 認定試験

合唱コンクール

合唱コンクールでは、生
徒自らが手がける創作曲
の ほ か、 自 由 曲 を 発 表。
個 々 の 表 現 力 と 同 時 に、
クラスの団結力が重要と
なります。
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本校の卒業生の多くが、指定校推薦入学制度で桐朋学園大学音楽
学部に進学します。桐朋学園大学音楽学部は本校と指導陣や授業
の一部を共有しており、高校から大学まで一貫した教育で多くの
一流音楽人を育んできました。
桐朋学園大学には、ソリスト志望
者を対象に実技の重点的教育を行
う「ソリスト・ディプロマ・コー
ス」、実技を中心とした専門教育を
行う「カレッジ・ディプロマ・コー
ス」も設置されており、これらの
コースへ進学する生徒もいます。
また、他大学や留学に関する進路
指導も、柔軟に行われています。

建学の精神として「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
掲げています。桐朋女子高等学校音楽科からの進学者にはより深く
専門性を極めるとともに、多面的な音楽教養を育むことができるよ
うにカリキュラムが組まれています。

●音楽学科（入学定員：180名）

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 指揮専攻 作曲専攻 音楽学専攻

　自由な校風が桐朋の特徴と聞いており、自分が学びたいようにいろいろ
なことが吸収できるのだろうと、ワクワクして入学しました。音楽の授業
はみな興味深く、先生方は熱心に教えてくださいますし、仲間たちも温か
く応援してくれます。高校3年間で、ますます音楽が好きになりました。自
分がやる気になれば、どこまでも力を伸ばすことができ、道を開くことが
できる素晴らしい環境だといえます。大学でも、これまでと同じようにハ
ングリー精神を持って貪欲に勉強を続け、できればヨーロッパへの留学も
実現したいと考えています。国際的に活躍できるピアニストを目指して、
研鑽に励んでいきます。

桐朋学園大学音楽学部への推薦基準

桐朋女子高等学校音楽科を卒業見込みの者で、桐朋女子高等学校校長が推薦し、
次の要件を満たす者。

1 高校在学中の授業および実技レッスン（副科ピアノ、理論科ピアノなども含む）
への出席が良好で、常日頃より勉学の意欲を持つ者。

2 素行、生活態度が桐朋学園大学音楽学部に推薦するにふさわしいこと。

3 卒業に必要な科目の単位をすべて修得する見込みであり、次の科目については、
高校3年次に一定以上の成績を修めていること。専門実技／聴音・ソルフェー
ジュ／音楽理論（和声学）／音楽史

1997年 東京都小金井市生
まれ。8歳の時にピアノのレッス
ンを受け始める。2012年 第
66回全日本学生音楽コンクー
ル ピアノ部門 中学校の部 全
国大会 第1位。2013年 桐朋
女子高等学校音楽科（男女共
学）に入学。2015年 第84回
日本音楽コンクール ピアノ部
門 第2位、岩谷（聴衆）賞。ピア
ノを須田眞美子氏に師事。現
在、桐朋学園大学音楽学部 ピ
アノ専攻1年。

黒田 哲平さん
Kuroda Teppei

自分にやる気があれば
どこまでも力を伸ばせる環境です

さらに音楽表現を深化させる４年間
連続した学びの中で、
飛躍のチャンスを確実なものにする

桐朋学園大学音楽学部

　小学6年生の時に藤原浜雄先生のレッスンを受けた感動が、ヴァイオリニス
トを志すきっかけになりました。目の前に道が開けたというか、新しい世界
が見えた感じをよく覚えています。高校3年間で自分を成長させてくれたのは、
室内楽を数多く演奏できたことだと思います。年間を通して室内楽の授業を
選択できるだけでなく、大学生の先輩ともアンサンブルを組めることは、桐
朋の最大の魅力ですね。また、音楽理論などの授業が実技のレベルアップに
つながっていることも実感できました。将来は、第一線で活躍している桐朋
の先輩方のように、人の心を動かす演奏ができる音楽家を目指しています。

1997年 北海道札幌市生まれ。4歳からヴァ
イオリンを始め、2009年に初めて藤原浜雄氏
のレッスンを受ける。2013年 桐朋女子高等
学校音楽科（男女共学）に入学。2015年 第
69回全国学生音楽コンクール全国大会 バ
イオリン部門 高校の部で第2位、サントリー芸
術財団名器特別賞を受賞。現在、桐朋学園
大学音楽学部ソリスト・ディプロマ・コースに在
学。

室内楽の豊富な演奏機会が
自分を大きく成長させてくれました 島方　瞭さん

Shimakata Ryo

進 　 路 卒 業 生 の 声

桐朋学園大学
音楽学部  67名

※内1名、CD進学と他大学進学の両方の
 カウントあり

桐朋学園大学
ソリスト・
ディプロマ・コース
5名

留学・留学準備 
2名

2015年度の卒業生進路
卒業生79名　

他大学進学、
進学準備
3名

桐朋学園大学カレッジ・
ディプロマ・コース
2名

その他1名
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願書受付  2017年　1月25日（水）〜2月3日（金）
 ※郵送必着

試  験  日 2017年　2月15日（水）〜2月17日（金）

合格発表 2017年　2月20日（月）

定　　員 90名

受験資格 中学校を2017年3月に卒業見込みの者／
 中学校卒業以上の者

試験科目 ① 一般学科 「国語」「英語」「数学」
 ② 専門科目　
  （1）楽典　（2）新曲視唱　（3）聴音
  （4）副科ピアノ（ピアノ、作曲専門志願者を除く）
 ③ 専門実技

願書受付 2017年　1月18日（水）
 ※郵送必着

試  験  日 2017年　1月23日（月）

合格発表 2017年　1月23日（月）

定　　員 10名

受験資格
① 中学校を2017年3月に卒業見込みの者で、本校を専願する者
② 専門として志願する楽器演奏等に関して優れた能力を有し、かつその学修

に積極的な意欲をもつ者
③ 出身学校長が責任をもって推薦する、以下の条件を満たす者

 1) 9教科の5段階評定の平均値3.0以上の者
 ※基準は、3年の前期または2学期までの成績とする
 2) 心身ともに健康である者

④ 実技指導教員等が責任をもって推薦する者

試験科目  ① 専門科目　
  （1）楽典　（2）新曲視唱　（3）聴音
  （4）副科ピアノ（作曲専門志願者を除く）
  ② 専門実技・面接
   

入学試験または所定の学内試験における専門実技の成績が極めて優秀であると認められた者
に、「入学金」「運営維持費」「授業料」等の全額または一部免除をもって、これを顕彰する特
待生制度を設けています。

成績優秀者または経済的な理由により就学が困難な高校生、大学生、ソリスト・ディプロ
マ生を対象に、各種の奨学金制度が充実しています。

桐朋学園音楽部門奨学金 成績が良好で心身ともに健全であり、経済的理由で就学が困
難な生徒・学生に対し、1年ごとに選考を行い給付されます。

桐朋学園音楽部門芸術教育整備・
拡充資金及び奨学基金奨学生

当該年度の入学試験で、秀抜なる成績を得た生徒・学生に給
付されます。

桐朋学園音楽部門特別奨学金 成績の特に秀でた生徒・学生に対し給付されます。

都道府県・地方公共団体奨学金 都道府県が主管する学費・留学のための奨学金も利用できま
す（貸与型、給付型など）。

企業、交通遺児育英会等の奨学金 企業・交通遺児育英会など民間団体の主管する奨学金も利用
できます（貸与型、給付型など）。

年度 人数／免除内容

2016年度 5名 入学金一部免除4名、授業料一部免除1名

2015年度 4名 授業料・運営維持費他免除1名、
入学金半額免除2名、授業料一部免除1名

2014年度 3名 入学金免除2名、運営維持費免除1名

〔受験資格〕 
中学校卒業以上

〔願書受付〕
 2016年
11月21日（月）～28日（月）
※郵送必着

〔試験日〕

2016年 12月16日（金）

〔合格発表〕
 2016年 12月19日（月）

ソリストとして将来性を有すると
認められた者を対象に高度な実技
教育を行うことを目的としたコー
スです。他の高校と同時に在籍す
ることも可能です。

桐朋学園大学音楽学部には、
ディプロマ・コースが設置されています

2016年度の高校入試要項は、2016年10月1日（土）より配付します。詳細は本校ホームページをご覧ください。

一般入学試験 一般推薦入学試験

ソリスト・
ディプロマ・コース

http://www.tohomusic.ac.jp   お問い合わせ先  教務課入試係　TEL 03̶3307̶4122

募集専門

ハープ 声楽 作曲

ピアノ 管楽器弦楽器 打楽器

2 0 1 7 年度

入 試
情 報

奨 学 金
制 度

特 待 生
制 度

桐朋独自の奨学金制度  ※すべて給付奨学金です。

その他の奨学金 ※給付、貸与、さまざまな奨学金があります

募集専門

声楽 作曲

管楽器 ハープ打楽器

ピアノ

チェロ

ヴァイオリン

フルート

募集専攻

ピアノ…………… 36名 フルート ……… 1名
ヴァイオリン…… 29名 ハーブ ………… 1名
チェロ…………… 4名 声楽 …………… 1名 
※各専門実技の合格者数は年度によって異なります。

2016年度
入学試験

 合格者内訳
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※イメージパースは計画中のものであるため、実際と異なる場合があります。

外観　

●現在の校舎

現在、仙川キャンパスでは新校舎を建築中です。

新校舎は木のぬくもりを感じられる耐火木造4階建てで、学生・

生徒達はますます想像力・表現力を高めていくことでしょう。

2017年1月から使用開始予定となっており、2017年5月には

全ての工事が完了し、イメージ図のような環境が整います。

エントランスと隣接した学生ホールは2階までの吹き抜けを利

用した、空間に広がりを持たせた設計となっています。また地

下に集中しているレッスン室・練習室は、楽器の用途に合わせ

た造りで、落ち着いた環境で練習することができます。

● 地下１階、地上４階建て
 （耐火木造、一部RC造）
● 大・中・小のレッスン室35室
● 特大講義室１室
● 大講義室３室
● 中講義室１０室
● 小講義室4室

を予定しています。

仙川キャンパス新校舎

学生ホール

校 舎
情 報

「来たるべき音」の体現



38 39

音楽に特化した資料約27万点を所蔵する図書館は、生徒・学生の皆さん

の学習・研究を強力にサポートします。LP時代初期の制作盤や非売品・

自主制作盤など、質・量ともに日本人の演奏史をそのまま映すコレクショ

ンも有しています。貴重なアーカイブは教職員・卒業生の利用も多く、資

料の一部は一般の方にも貸し出しができます。

視聴スペースにはCD、LPレコード、DVD等さまざまなメディアに対

応した視聴覚機器を備えており、授業の空き時間などには生徒は積極的

に利用しています。インターネットを通して利用できるオンライン目録

（OPAC）で、学内外からの資料検索を容易に行うことができます。

館内には学習支援のための企画やコーナーを各所に設置しています。さ

まざまなテーマに沿って所蔵資料を紹介した展示スクエア、レポート作

成に役立つパスファインダー、生徒・学生がすぐに利用できる本を集めた

留学、就職、教職コーナーなどがあります。

学内にはさまざまな目的に合わせた教室・

レッスン室が多数あり、各室にはグラン

ドピアノ、アップライトピアノが１～２

台設置されています。これらの部屋は、

生徒も個人練習やアンサンブル練習のた

めに、無料で使用することができます。

仙川キャンパスから徒歩10分の場所に、音響面、デ
ザインともに高い評価を受けている、「アネックス」
があります。大小さまざまな広さの15室を有し、主
にレッスンで使用されています。

PC教室には、24台のパソコンが設置

されています。音楽高校の特色を生か

した教育展開のため、すべてのパソコ

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

理の実習も行っています。

自宅から通学することが困難な女子生徒のため

に、勉学に必要な居住条件を確保した施設です。

各住戸は、防音設備付きの洋室に、浴室・トイレ・

ミニキッチン等を備えており、管理人が常駐して

います。

桐朋学園大学音楽学部附属図書館 桐朋学園大学アネックス

資料数（ 2015年3月末現在）

楽譜………………… 96,358点
図書（和書）………… 30,952点
図書（洋書）………… 25,215点
雑誌………………… 701誌
コンパクトディスク … 37,315点
AV資料 …………… 30,797点
マイクロ資料 ……… 1,115点

教室・レッスン室 P C教室

学生会館

所在地 調布市調布ヶ丘（京王線調布駅より徒歩約15分）
建設タイプ 防音ワンルーム型マンション収容人員115名
床面積 約21㎡（１室につき） 賃料 月額 78,000円
仕様 キッチン・バス・トイレ・エアコン・
 インターネットコネクション各室完備
その他 入居に関する費用：50,000円
 光熱水費は自己負担となります。

保健室には看護師が常駐し、健康相談に応じています。

メンタルな問題、学業・生活・進路などについての相

談は生徒相談室へ。常駐のカウンセラーをはじめ、心

療内科医師、生徒委員の教員が、さまざまな相談に応

じます。本人の来室が難しい場合は、ご家族や友人が

代わりに相談することもできます。

生徒相談室・保健室

学 内 外
施 設



詳細は本校ホームページをご覧ください。

●お問い合わせ先

教務課入試係　TEL 03̶3307̶4122

http://www.tohomusic.ac.jp/
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1948年  
九段の東京家政学院に

「子供のための音楽教室」開設

1952年 
桐朋女子高等学校に
男女共学の音楽科併設

1955年 
桐朋学園短期大学
音楽科開学

1961年  
桐朋学園大学
音楽学部開学

1995年  
富山市に桐朋オーケストラ・
アカデミー開設

1999年  
富山市に
桐朋学園大学院大学開学

本校では、春に「オープンキャンパス」を、夏と冬に受験のための「講習会」を開催しています。
学校の雰囲気や試験の内容などを体験できる機会ですので、お気軽にご参加ください。

受験生のみなさんへ

オープン
キャンパス

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、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ）

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 ●指揮専攻 ●作曲専攻
●音楽学専攻

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

沿 革 ・ 組 織 図

● 京王線「仙川駅」より徒歩5分
● 小田急線「成城学園前駅」よりバス15分
● JR中央線「吉祥寺駅」よりバス25分
● JR中央線「三鷹駅」よりバス25分

桐 朋 学 園 へ の 交 通 案 内

仙川駅からのご案内

※駅名の数字は本校までのおおよその所要時間です。

2016年

 5月22日（日）
10：30～14：00
 調布キャンパスにて実施

事前予約受付
2016年
4月11日（月）～5月16日（月）

開催期間  2016年　7月26日（火）〜29日（金）

受付期間 2016年　6月15日（水）〜7月4日（月）

受講対象 中学校１年以上

受講科目 ａ） 専門実技（模擬試験、個人レッスン）

 ｂ） 楽典（模擬試験、授業、相談）

 ｃ） 新曲視唱･聴音（模擬試験、授業、相談）

 ｄ） 副科ピアノ（演奏と講評）

 ｅ） 理論科ピアノ（模擬試験、個人レッスン）

夏期講習

学校法人 桐朋学園

桐朋学園大学院大学附属
図書館

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附属
図書館

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 ●市川・西千葉教室
●仙台教室 ●鎌倉・横浜教室
●新潟教室 ●相模原教室
●富山教室 ●長野教室
●仙川教室 ●松本教室
●目黒教室 ●諏訪教室
●小金井教室 ●名古屋教室
●お茶の水教室 ●富士教室
●八王子教室 ●京都教室
●水戸教室 ●大阪教室
●宇都宮教室 ●茨木教室
●太田教室 ●広島教室
●高崎教室 ●大分教室

男子部門

女子部門

音
楽
部
門

開催期間  2016年　12月23日（金）〜24日（土）

受付期間 2016年　12月1日（木）〜8日（木）

受講対象 中学校１年以上

受講科目 ａ） 専門実技レッスン
 （管楽器･打楽器･ハープ･声楽のみ）

 ｂ） 新曲視唱･聴音（模擬試験、授業）

 ｃ） 楽典（模擬試験、授業）

 ｄ） 副科ピアノ（演奏と講評）

 ｅ） 理論科ピアノ（演奏と講評）

冬期講習

開催日

ホームページより事前予約をお願いいたします。

桐朋学園小学校・桐朋中学校・桐朋高等学校

桐朋幼稚園・桐朋小学校・桐朋女子中学校・
桐朋女子高等学校・桐朋学園芸術短期大学



桐朋女子高等学校  音楽科（男女共学）
〒1 8 2 - 8 5 1 0　東京都調布市若葉町 1 - 4 1 - 1
T E L  0 3 - 3 3 0 7 - 4 1 0 1　FA X  0 3 - 3 3 0 7 - 4 3 5 4
http://www.tohomusic .ac . jp/




