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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）

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

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）
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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。

一日一日を大切にして、悔いの残らない
高校生活を送りたいと思います
　レベルの高い人たちが集まっているので、切磋琢

磨しながらお互いにレベルアップしていける環境だ

というイメージがありましたが、それは本当に期待

通りでした。時間が少しあいた時には楽譜を持ち寄っ

てアンサンブルをしてみたり、音楽について語り合っ

たり、いつも仲間からいい刺激をもらっています。

これからも一日一日を大切に、しっかり練習を積ん

で、悔いの残らないような高校生活を送りたいと思っ

ています。将来は、留学も視野に入れながら、世界

で活躍できるピアニストを目指して経験を積んでき

たいですね。

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。ピアノ
村上 弦一郎先生

村上 弦一郎

川島　伸達 

川村　文雄

小森谷　泉 
斎木　　隆 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 
岡本美智子 山田富士子
Pascal Devoyon 
伊藤　　恵 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 大伏　啓太
片山　敬子 金子　　恵
河村　晋吾 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 竹内　啓子
鶴園紫磯子 沼澤　淑音
三上　桂子 三輪　　郁
山崎　牧子 楊　　麗貞
吉武　　優 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

吉見 友貴さん

在校生の声

Piano
ピ アノ

奈良場恒美 
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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 辰巳　明子 
原田幸一郎 磯村　和英
漆原　啓子 惠藤久美子
岡田　伸夫 竹澤　恭子 
徳永　二男 藤原　浜雄 
石井志都子 磯　　恒男 
梅津南美子 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
倉田　澄子 岩崎　　洸 
上村　　昇 堤　　　剛
安田謙一郎 山崎　伸子
音川　健二 苅田　雅治 
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

ソロに加え、室内楽やオーケストラでの
演奏にも積極的に取り組みたいです

　桐朋は朝5時から夜10時まで練習室が使えて、い

つでもどこからか音が聞こえてきます。みんな本当

に練習熱心なので、自分もそれに励まされて頑張ろ

うと思える環境です。私は入学するまでソルフェー

ジュがかなり苦手だったのですが、授業では先生が

とても面白く教えてくださるので、初めて楽しいと

思えるようになりました。これまではソロの曲を弾

くことが多かったので、今後は室内楽にも積極的に

取り組みたいですし、オーケストラの授業もすごく

楽しみです。これからは国際コンクールにも挑戦し

ていく予定です。

ヴァイオリン専門 2年

森山 まひるさん

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

クラリネット
亀井 良信 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

充実した授業から得られる知識が
演奏にも活かされています

　高い志を持った個性豊かな人たちが集まっていて、

音楽に対する考え方や姿勢がそれぞれ違うところに

刺激を感じることも、桐朋の魅力の一つです。また、

ソルフェージュや和声、音楽理論などの授業が充実

していて、そこで得られた知識が演奏の上でも役立っ

ていることを感じます。私は往年の名手ジャン･ピ

エール･ランパルに憧れて、本格的にフルートの勉

強を始めました。周りから刺激を受けつつも、自分

の信念をしっかり持って、彼のようなフルーティス

トになることを目指して勉強していきます。

フルート専門 2年

林田 慶太 さん

在校生の声

Winds

Harp
ハープ

管 楽 器
切磋琢磨できる環境の中で
皆さんの学びをサポートしていきます

　10代後半は一番多くのことを吸収でき、またしな

くてはならない一番大切な時期です。そのためには

勉強する環境が、一番大切であると身を持って私も

体験してきました。演奏家に必要な音楽の知識、素

晴らしい才能を持った同世代の仲間に会うことがで

き、その仲間たちと切磋琢磨していくことで自分を

高めていくことができる環境が桐朋にはあります。

皆さんが学びたいことを、しっかりとサポートして

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。

高校で発声の基礎をしっかり固めて
それを大学で発展させていきたいです

　学校行事はあまり多くはありませんが、ス

ポーツ大会では、普段の授業や演奏では見ら

れない仲間たちの違った一面を見ることがで

き、印象に残っています。合唱コンクールで

は音楽で競い合うので、時に意見がぶつかっ

てしまうこともありますが、最終的にはクラ

スが一つになり、同じ目標へ向かえたことが

思い出です。声楽は大学・研究生までを含め

て人のつながりが強く、家族のようにあたた

かい雰囲気の中で、先輩たちから多くのこと

が学べます。高校で発声の基礎をしっかりと

固めて、それを大学で発展させていきたいと

思っています。

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 3年

中村 友遥 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
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。 何度聴いても飽きない曲が作れる
作曲家を目指して勉強していきます

　音楽に囲まれていて、音楽の勉強に集中でき

る環境が素晴らしいと感じています。仲のよい

友人は専門が違う人ばかりで、知らなかったこ

とに色々と気づかされたりします。印象深い授

業はたくさんありますが、音楽史などを学ぶこ

とも自分の作曲にプラスになっています。いま

は主に室内楽の曲を書いていますが、大学に進

んだらオーケストラ作品にも挑戦したいですね。

私は小さい頃からバッハが大好きで、それが作

曲を志した動機でもあるのですが、バッハのよ

うに何度聴いても飽きない曲が作れる作曲家に

なりたいです。

金子　仁美

正門　憲也 鈴木　輝昭
土田　英介 法倉　雅紀 
野平　一郎 藤井　一興
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 
新実　徳英 西岡　龍彦 
原田　敬子 福士　則夫 
三瀬　和朗
 
　　　　　

法倉　雅紀 斎木　　隆
土田　英介 飯野明日香 
石岡　久乃 石島　正博
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 3年

吉田 莉彩 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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※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。

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

教育課程表

カリキュラム❶

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
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

語学重視の授業構成

グレード制による少人数クラス編成
（一部教科を除く）

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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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	 安西　房代
五十嵐琴未	 伊倉由起子	 田口真理子	 田上　英江	 塚田　眞理	
中村理奈子	 長谷川由美子	 船橋　泉乃	 森　　円花

ピアノ初見　指導陣

木村　　徹	 鈴木	しのぶ
久保田千裕	 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

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。

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。

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世紀音楽作品の演奏法、演奏解釈
●	 古典の音楽
●	 現代の音楽
●	 音楽を知るクリティカル・ワーズ
●	 コンピュータ実習（楽譜制作と編曲作曲の実習）
●	 ≪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－
		 ≪ウィーン古典派のピアノソナタについて≫
	 ～ソナタ形式、ロンド形式、変奏曲形式、およびハイドン、
	 モーツァルト、ベートーヴェンの書式を考えた演奏について
●	 20世紀作品入門・目と耳で音楽を考える
●	 楽曲分析の耳
●	 編曲

2017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	
金子　仁美	 鈴木　輝昭	
土田　英介	 法倉　雅紀	
加藤真一郎	 桐山　温子	
小島有利子	 下田　幸二	
首藤健太郎	 田上　英江	
渡部真理子

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。
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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

専 門 科 目

、
、

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。

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	

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

● 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

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。

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。

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。

「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。

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。

英 語

ド イ ツ 語 ・ フ ラ ン ス 語

体 育 ・ 保 健

選択副科実技
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マテ・スーチュ
Mate Szucs
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

マスタークラス   ヴィオラ

5/10

ワルター・ケスナー
Walter Kussner
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

マスタークラス   ヴィオラ

5/11

マキシム・ヴェンゲーロフ
Maxim Vengerov
ヴァイオリニスト、指揮者

マスタークラス   ヴァイオリン

5/14

竹澤 恭子
本学特任教授

特別レッスン   ヴァイオリン

5/31～6/1、11/28～11/29

ザハール・ブロン
Zakhar Bron
ケルン国立音楽大学教授、
チューリッヒ音楽院教授

特別レッスン   ヴァイオリン

6/7～6/12

ミヒャエル・ハーゼル
Michael Hasel
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

公開レッスン   フルート
5/14

アンドレアス・ヴィトマン
Andreas Wittmann
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

公開レッスン   オーボエ
5/14

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、
フランス国立パリ地方音楽院教授
特別レッスン

1/12～1/14

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。

ブルーノ・リグット
Bruno Rigutto
パリ国立高等音楽院名誉教授
特別レッスン

6/5～6/9

海老 彰子
ピアニスト
特別レッスン

5/25～5/26

ミハイル・ヴォスクレセンスキー
Mikhail Voskresenskii
モスクワ音楽院教授
特別レッスン

6/30～7/9、11/22～12/1

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

10/10～10/20、12/1～12/9、
1/4～1/7

イヴ・アンリ
Yves Henry
パリ国立高等音楽院教授
公開講座

11/10

ヴィレム・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

11/28

ジョルジ・パウク
Gyorgy Pauk
英国王立音楽院教授

マスタークラス   ヴァイオリン

6/25

タマーシュ・ヴァルガ
Tamas Varga
ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

マスタークラス   チェロ

10/27

池田 菊衛
イェール大学音楽院教授

マスタークラス   弦楽四重奏

11/1

ヤイール・クレス
Yair Kless
グラーツ芸術大学教授

特別レッスン   ヴァイオリン

11/21～11/26

ピアノ

弦楽器

管楽器

チャールズ・スペンサー
Charles Spencer
ウィーン国立音楽大学教授
特別講座   ドイツ歌曲

10/4

アマリッリ・ニッツァ
Amarilli Nizza
ソプラノ歌手

公開レッスン   声楽

10/19

近藤 富佐子
パリ国立地方音楽院教授
公開レッスン   声楽

10/31・11/1

ピーター・クルピタ
Peter Kurpita
伴奏ピアニスト
公開講座   声楽コーチ

11/21～11/23

アレキサンダー・バーダー
Alexander Bader
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

公開レッスン   クラリネット
5/14

ギョーム・ジェール
Guillaume Jehl
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

公開レッスン トランペット
5/14

トーマス・レーエンデッカー
Thomas Leyendecker
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

公開レッスン   トロンボーン
5/14

シュテファン・ドゥ・レヴァル・
イェジェルスキー
Stefan de Leval Jezierski
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

公開レッスン   ホルン
5/14

ミロスラフ・ケイマル
Milosrav Kejmar
元チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

公開レッスン   トランペット
5/22

クリストフ・ハルトマン
Christoph Hartmann
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

公開レッスン   オーボエ
9/21

オリヴィエ・ダルブレー
Olivier Darbellay
ベルン交響楽団、バーゼル室内管弦楽団

公開レッスン   ホルン
10/18

ナボン・ドロン
Navon Doron
フェルデンクライス研究センター所長

演奏家の体の使い方
10/18、10/25、11/8、11/22

ハンス・ペーター・シュー
Hans Peter Schuh
グラーツ音楽大学教授

公開講座   トランペット
11/10

ライナー・アウワーバッハ
Rainer Auerbach
ロシュトック音楽大学教授

公開講座   トランペット
11/21

トーマス・キーヘェレ
Thomas Kiechle
ミュンヒェン音楽大学教授

公開講座   トランペット
11/25

イエルーン・ベルワルツ
Jeroen Berwaerts
ハノーファー音楽大学教授

公開講座   トランペット
12/17

招聘教授などによる

講座・特別レッスン  （2016年度実績）

打楽器

有田 正広、有田 千代子
本学特任教授
公開講座   フルートロジー（全４回）

5/7、6/11、9/10、10/8

酒井 淳
本学特任教授
公開レッスン
10/17

古橋 潤一、能登 伊津子
本学非常勤講師、オルガン・リュート奏者
公開講座

マニュリスムと初期バロックを楽しもう
11/4、12/2

戸田 薫
本学非常勤講師
バロック・ヴァイオリン講座
1/31

古楽器

イヴァン・フェデーレ
Ivan Fedele
現代音楽作曲家
特別講座   作曲

5/6

ペーター・ヴィール
Peter Veale
オーボエ奏者
レクチャーコンサート／オーボエ現代奏法ワークショップ

6/8

ウェリ・ヴィゲット
Ueli Wiget
アンサンブル・モデルン ピアノ奏者
レクチャーコンサート・公開レッスン

6/29
ブルーノ・マントヴァーニ
Bruno Mantovani
パリ国立高等音楽院院長・作曲家
特別講座   作曲

8/30

ステファノ・ジェルヴァゾーニ
Stefano Gervasoni
パリ国立高等音楽院教授・作曲家
特別講座   作曲

9/2・9/3

野平 一郎
本学特任教授
特別講座   作曲

9/5～9/7

湯浅 譲二
本学特任教授
特別講座   作曲

3/1

作 曲

声楽

ケイ・ストンフェルト
Kay Stonefelt
ニューヨーク州立フレドニア大学教授

オーケストラスタディ・打楽器アンサンブル

4/27

加藤 訓子
打楽器奏者
マスタークラス  パーカッション

9/1、3/12

張 愛玲
打楽器奏者

韓国の伝統リズムについて
9/28

パスカル・ザウァロ
Pascal Zavaro
作曲家
マリンバと４ヴォーカルの作品をマリンバの連弾に直す方法

10/26

トゥパック・マンチージャ
Tupac Mantilla
コーバス大学教授

公開レッスン
11/16
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4 April
12日（水） 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
14日（金） 紀尾井ホール

高校卒業演奏会
29日（土） 紀尾井ホール

大学卒業演奏会

5 May
6日（土） 東京国際フォーラム

ラ・フォル・ジュルネ
指揮：矢崎 彦太郎

11日（木）・ 12日（金） 調布・くすのきホール

管楽アンサンブルの夕べ❶❷

16日（火） 調布・くすのきホール

第97回室内楽演奏会

19日（金） 調布・くすのきホール

声楽コンサート

30日（火） ・ 31日（水） 石橋メモリアルホール

ヴィオラスペース
指揮：高関 健

6 June
7日（水） 調布・くすのきホール

高校 Students' Concert❶
（ピアノ・ヴァイオリン）

9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（土） 東京オペラシティ・リサイタルホール

第39回作曲作品展

20日（火） 調布・くすのきホール

高校 Students' Concert❷
（ピアノ・ヴァイオリン）

22日（木） 調布・くすのきホール

第98回室内楽演奏会

7 July
1日（土） 調布市グリーンホール

オーケストラ演奏会
指揮：円光寺 雅彦

8   August
23日（水） 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）

10 October
6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）

11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）

18日（水） 調布・くすのきホール

第7回桐朋ピアノ・ガラコンサート

 2017 CONCERT SCHEDULE

11 November
18日（土） 東京芸術劇場コンサートホール

音楽大学オーケストラ・フェスティバル

12 December
7日（木） 調布・くすのきホール

第36回パーカッションの夕べ
15日（金） 府中の森芸術劇場ウィーンホール

チェロアンサンブル
18日（月） 調布・くすのきホール

ハープアンサンブルの夕べ
20日（水） 調布・くすのきホール

Symphonic Winds演奏会

1 January
13日（土） 調布市グリーンホール

オーケストラ演奏会
指揮：中田 延亮

17日（水） 調布・くすのきホール

弦楽オーケストラ演奏会
指揮：清水 醍輝

19日（金） 調布・くすのきホール

合唱の夕べ 

3 March
4日（日） 調布市グリーンホール

オーケストラ演奏会
（調布グリーンホール40周年記念）

指揮：飯守 秦次郎

11日（日） 浜離宮朝日ホール

大学ピアノ専攻卒業演奏会
24日（土）・ 25日（日） 東京芸術劇場・ミューザ川崎

音楽大学オーケストラ・フェスティバル

2017年度も、本学主催・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。）

コンクールでの活躍 （2016 年度実績）

2016 モントリオール国際音楽コンクール

ヴァイオリン部門　第３位
ヴァイオリン専門３年
吉田 南さん

第85回 日本音楽コンクール

ヴァイオリン部門
第２位、岩谷賞
ヴァイオリン専門１年
森山 まひるさん

第70回 全日本学生音楽コンクール

ピアノ部門 高校の部
全国大会 入選
ピアノ専門３年
古閑 玲奈さん

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１年
飯塚 歩夢さん

チェロ部門 高校の部　入選
チェロ専門１年
小杉 直寛さん

チェロ部門 高校の部　入選
チェロ専門２年
菅井 瑛斗さん

チェロ部門 高校の部　入選
チェロ専門３年
熊本 一萌さん

第8回安川加壽子記念コンクール

第２位
ピアノ専門１年
吉見 友貴さん

第18回 ショパン
国際ピアノコンクール in ASIA

アジア大会 高校生部門　金賞
ピアノ専門３年
光木 彩乃さん

アジア大会 コンチェルトC部門
銀賞（最高位）
ピアノ専門２年
重森 光太郎さん

第16回 泉の森ジュニアチェロコンクール

高校生以上の部　金賞
チェロ専門２年
菅井 瑛斗さん

高校生以上の部　銅賞
チェロ専門３年
熊本 一萌さん

第10回 横浜国際音楽コンクール

ピアノ部門 高校生の部
第２位（最高位）
ピアノ専門３年
岩永 まどかさん

弦楽器部門 高校生の部
第１位
チェロ専門２年
菅井 瑛斗さん

第１回 ノアン フェスティバル ショパン
イン ジャパン ピアノコンクール

Ａ１－プロフェッショナル部門
第１位、ノアン賞
ピアノ専門３年
松田 彩香さん

第20回 ブルクハルト国際音楽コンクール

ピアノ部門　第５位
ピアノ専門３年
吉原 彩景音さん

弦楽器部門　第３位
ヴァイオリン専門３年
深津 悠乃さん

第21回 ブルクハルト国際音楽コンクール

ピアノ部門　第５位
ピアノ専門３年
坂庭 吏映さん

多摩フレッシュコンサート2016

ピアノ部門　最優秀賞
ピアノ部門２年
望月 晶さん

第41回 全国町田ピアノコンクール

Ｅ部門
第１位、町田市議会議長賞
ピアノ専門２年
小野寺 香音さん

第17回 北関東ピアノコンクール

高校生の部　第２位
ピアノ専門３年
岩永 まどかさん

第22回 宮日音楽コンクール

弦楽器部門
最優秀賞、グランプリ
ヴァイオリン専門３年
吉岡 伶奈さん

全日本芸術協会・
芸術フェスティバル2016

ピアノ部門
高校生 第１位
ピアノ専門３年
和泉 茉莉さん

ピアノ部門
高校生 第２位
ピアノ専門３年
吉原 彩景音さん

ヴァイオリン部門
高校生 第２位、芸術協会賞
ヴァイオリン専門１年
木村 彩乃さん

ヴァイオリン部門
高校生 第３位
ヴァイオリン専門３年
布施 海里さん
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ミュージカル

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

▶ 4/3～4/8
 オリエンテーション
▶ 4/8　入学式
▶ 4/6　情報特別授業（高1）
▶ 4/10　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)
▶ 5/21
 オープンキャンパス

4/10～7/22 前期授業

▶ 6/2
 スポーツ大会 
▶ 6/7
 保護者会
▶ 6/15
　芸術鑑賞会

▶ 7/10～7/15
 前期実技試験期間
▶ 7/13　情報特別授業
▶ 7/22　前期授業終講
▶ 7/27～7/30
 夏期講習

▶ 9/1～9/13
 特別授業期間
▶ 9/6
 和楽器特別授業（高3）
▶ 9/11～9/13
 演劇ワークショップ
▶ 9/14
 後期授業開講

▶ 12/6　生徒総会　
▶ 12/10　保護者面談日
▶ 12/18～12/20
 後期実技試験期間①
▶ 12/25～12/26
 冬期講習

▶ 1/22
 後期授業終講　
▶ 1/30～2/13
 後期実技試験期間②

▶ 3/1～3/13
 特別授業期間
▶ 3月初旬
 合唱コンクール
▶ 3/14
 卒業式

9/14～1/29 後期授業

年 間 行 事
（ 2 0 1 7 年 度 ）

▶ 10/3  情報特別授業（高1）
▶ 10/3～10/7
 特別授業期間
▶ 10/5～10/6
 バロックダンス（高2）
▶ 10/12～10/14
 桐朋祭

　 ▶ 2/26～2/27
 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

　桐朋学園附属の音楽教室に入室した12歳頃から、私の音楽への価値観が変わりまし
た。そもそも、私が音楽を好きになったきっかけは、オーケストラでした。大先輩の企
画で、生のオーケストラを振れるという機会に恵まれたのも、桐朋があったからこそ。
オーケストラ譜を読み解く授業や、学生オーケストラとコンチェルトを弾けるチャンス
だって、普段みずから勉強していても、なかなか得られません。本腰を入れて音楽家に
なるためには、素晴らしい環境だと思いますし、桐朋学園には心から感謝しています。
在学中、授業内で先生がおっしゃった一言が忘れられず、今では自分自身の核となって
いる言葉があります。

「その日、最後に出した音に悔いを残すな」。

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

1994年生まれ。 高校在学中に、第81回日
本音楽コンクール最年少第1位 及び4つの
副賞を受賞。2014年チャイコフスキー記念
国立モスクワ音楽院に首席で入学。2015
年カントゥ国際協奏曲コンクール(伊)優勝。
同年、V.ゲルギエフ主催「ロシア国際音楽
祭」に招待され、ロシア・マリンスキー管とのコ
ンチェルトにてロシアデビューを飾る。2016
年1月のデビュー・リサイタルでは、サントリー
ホール2,000席が完売し、8月の3夜連続コ
ンサートでは累計3,000名を動員した。第9
回CDショップ大賞2017 クラシック賞、第
27回出光音楽賞受賞。第46回江副記念
財団奨学生。2014, 15年度RMF奨学生。

反田 恭平さん
Sorita Kyohei

普通では得られない経験ができ、
音楽家を目指すには最高の環境です

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

　桐朋生として音楽を学んで気づいたことがあります。それは、どの先生も
個人の音楽観を最大限に尊重してくださるということです。指導は「こうし
なさい」ではなく、｢あなたの音楽がもっと素敵になるように一緒に考えま
しょう｣ というスタンスです。それがさまざまな気づきや新しいアイデアを生
み、自発的な音楽を求める原動力になりました。桐朋は音楽家を目指す人の
土台を育んでくれる場所です。そして、その土台は日本のみならず世界に通
用するものです。

1998年奈良県生まれ。5才からヴァイオリンを開始、
2010・2012年｢第64・66回全日本学生音楽コン
クール｣小・中学校の部第１位。2014年｢第83回日
本音楽コンクール｣第１位、併せて全部門を通して最
も印象的な演奏や作品に贈られる増沢賞、岩谷賞・
E.ナカミチ賞・レウカディア賞・鷲見賞を受賞。2015
年｢シベリウス国際ヴァイオリンコンクール｣最年少
入賞｡2016年｢モントリオール国際音楽コンクール
｣最年少第3位｡ヘルシンキフィル･フィンランド放送
響･モントリオール響のほか国内主要オーケストラと
協演多数。2016年『岩谷時子賞Foundation for 
Youth』『アリオン桐朋音楽賞』受賞。現在桐朋学園大
学ソリストディプロマコースに在籍。

個人の考え方を尊重する指導が
自発的な音楽の原動力になっています

吉田　南さん
Yoshida Minami

進 　 路 卒 業 生 の 声

桐朋学園大学
音楽学部  48名

桐朋学園大学
ソリスト・
ディプロマ・コース
5名

他大学進学 
1名

2016年度の卒業生進路
卒業生59名　

留学・留学準備
3名

桐朋学園大学カレッジ・ディプロマ・
コースおよび他大学進学
2名

@Andrea Monachello
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願書受付  2018年　1月25日（木）～2月3日（土）
 ※郵送必着

試  験  日 2018年　2月19日（月）～2月21日（水）

合格発表 2018年　2月23日（金）

定　　員 90名

受験資格 中学校を2018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 2018年　1月18日（木）
 ※郵送必着

試  験  日 2018年　1月22日（月）

合格発表 2018年　1月22日（月）

定　　員 10名

受験資格
① 中学校を2018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

2017年度 3名 入学金一部免除1名、授業料一部免除2名

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

〔受験資格〕 
中学校卒業以上

〔SD願書受付〕
 2017年
11月20日（月）～28日（火）
※郵送必着

〔SD入試〕

試験日 2017年 12月18日（月） ピアノ

 2017年 12月19日（火） 弦楽器

合格発表 2017年 12月20日（水） 

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

2018年度の高校入試要項は、2017年10月2日（月）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 8 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…………… 23名 オーボエ ……… 1名
ヴァイオリン…… 25名 トロンボーン … 1名
チェロ…………… 3名 声楽 …………… 1名 
フルート………… 1名 作曲 …………… 1名
 ※各専門実技の合格者数は年度によって異なります。

2017年度
入学試験

 合格者内訳
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2017年1月から使用を開始している新校舎は、木のぬくもり

を感じられる耐火木造4階建てで、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。

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

校 舎
情 報

「来たるべき音」の体現
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音楽に特化した資料約28万点を所蔵する図書館は、生徒の皆さんの学習・
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、生徒がすぐ
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。また、
新着紹介やレポートの作成に役立つパスファインダー等の情報をHPで発
信しています。館内のPCからは契約しているデータベースをご利用いた
だけるほか、一部データベースについては学外からの利用もできます。

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。

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（ 2016年3月末現在）

楽譜………………… 98,112点
図書(和書) ………… 28,711点
図書(洋書) ………… 25,075点
雑誌………………… 635誌
コンパクトディスク … 38,129点
AV資料 …………… 31,306点
マイクロ資料 ……… 1,117点
ほか

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。

教室・レッスン室

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。

多目的室（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（予定）
 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

保健室

生徒相談室



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

2017年  
桐朋学園大学
大学院音楽研究科

（修士課程・博士後期課程）開設

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
●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

大学院　音楽研究科　音楽専攻
修士課程　●ピアノ、弦楽器専攻、声楽
博士課程　●ピアノ、弦楽器専攻、声楽

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。

2017年

 5月21日（日）
10：30～14：00
 調布キャンパスにて実施

事前予約受付
2017年
4月10日（月）～5月15日（月）

開催期間  2017年　7月27日（木）～30日（日）

受付期間 2017年　6月15日（木）～7月3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） 新曲視唱･聴音（模擬試験、授業、相談）

 ｃ） 楽典（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 ●太田・高崎教室
●茨木教室 ●広島教室

男子部門

女子部門

音
楽
部
門

開催期間  2017年　12月25日（月）～26日（火）

受付期間 2017年　12月1日（金）～8日（金）

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/




