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序 章 

 

 本報告書は、2006 年度から 2008 年度（3年間）の「国立音楽大学自己点検・評価報告書」であ

る。 

 本学は 1926 年の創設以来、本年 2008 年で 82 年目を迎える。この間、音楽の学究を通して、音

楽のもつ様々な可能性を拓き、音楽界および音楽教育界に多くの人材を輩出してきた。音楽教育

界はもとより、音楽界では音楽学や作曲、ジャズや現代音楽、邦楽や民族音楽に至るまで、幅広

い分野で多くの卒業生が活躍している。昨今では“合唱のくにたち”、“声楽のくにたち”、“教育

のくにたち”、“リトミックのくにたち”、“ブラスのくにたち”等など、その成果は広く認められ

るようになった。私たちがこのような評価を頂戴することができるのは、先達の並々ならぬ努力

のお陰である。音楽を深く愛し、音楽を追求することに強いこだわりを持ち続けてきた国立音楽

大学に学んだ学生、教職員の熱い想いの賜物でもある。 

このような有能な人材を多数輩出してきた本学教育の基礎は、教育運営、教育内容、そして環

境の改善を絶え間なく重ねられてきたことに因るものである。言い換えると、本学の教育・研究

の歴史は、変化する社会の要請に応えつつも、先進的で、自由闊達に、勇気を持って取り組んで

きた歩みでもある。先達の真摯で逞しい教育力に大きな敬意を表するものである。 

この伝統ある“くにたち”の明日をどのように切り拓いていけばよいのか、私たちの責務は大

きい。時代の変化と共に、人々の価値観や生活スタイルは多様化し、また、情報環境も日々進化

し、発展している。このような環境の変化は、おのずから私どもの教育のあり方について常に点

検、改善を求めてくる。 

 ここ十数年の間にも、わが国の大学を取り巻く環境は大きく変化してきた。それは 18 歳人口の

減少（少子化）であり、もう 1 つは情報のグローバル化である。大学は、これまで日本が培って

きた基準だけでは測れない世界競争の時代に突入している。情報環境の変化や経済の混乱も著し

いものがある。このような混迷した時代には、より安全で、充実した、持続可能な教育・研究環

境を維持することが、殊更に重要となる。そのために、大学は、その教育や運営について透明性

を高め、説明責任を果たしていくことが欠かせない。一昔前ならば、大学教員は良い教育（講義

や演習など）を実践していれば、学生にその意味や可能性を説かなくても済んだ時代があった。

しかし、現代はそうではない。教育はどこに向おうとしているのか、教育はどのように行われる

のか、教育環境はどのように整備されるのか等々、教育需要者（学生・保護者など）と供給者（大

学関係者）は相互に情報を共有し、共に教育を支え育てていく関係づくりが求められている。こ

の意味でも、大学として積極的に学生や地域社会に、本学の存在について語り、理解を求めてい

くことが必要なのである。 

 

本学の教育改革の歴史は長い。常に社会的な変化に対応すべく、教学が協力して、民主的に協

議を重ね、改善を進めてきた。ごく最近には、2004 年度に大幅な教学組織の改革を行い、従来は
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７学科で構成していた学科を３学科に再編し、併せて新カリキュラムを施行した。特に、1・2年

生の基礎課程、3・4年生の専門課程を明確に打ち出した。これは、国立音楽大学に学んだ学生が、

音楽の力を持って社会で活躍できるようにということを強く意識したものである。 

 

機も折り、2004 年度からは全国の大学で第三者の認証機関による点検・評価が義務化されるこ

ととなった。本学ではそれを契機として、2002 年度に自己点検・評価を行い、その成果を 2004

年 7 月にまとめるとともに、学外者、卒業生、保護者に委嘱して自主的に外部評価を行った。さ

らに、2005 年 4 月には「自己点検・評価委員会規則」を制定し、2003 年度から 2005 年度までの

自己点検・評価を行うための委員会を設け、『自己点検・評価報告書－2005 年度－』を刊行した。 

 

さて、今回の自己点検・評価委員会は、本学「自己点検・評価委員会規則」に基づき、2 年を

任期として、2007 年 4 月に発足、2007 年 5 月より委員会として活動を始めた。委員会は、学長に

より選任された教育職員および事務職員、理事長により選任された理事および事務職員等により

構成されることになっており、教学および法人の双方から幅広く選出された（理事 1 名、教員 5

名、事務職員 5名の計 11 名。委員の詳細は巻末に記載した）。 

 

本委員会では、報告書の作成にあたって、2005 年度版の報告書の構成を継承しながらも、新た

な報告書となるように努めた。具体的には、大学基準協会の認証評価に必要な事項を取り込み、

より総合的な視点から自己点検・評価を行うべく内容を再構成した。 

まず、大項目の担当者（委員）を定めた後、各担当者はどのような内容（項目）を盛り込むか、

全委員にプレゼンテーションを行い、委員会内で意見交換する方式をとった。その後、各担当者

が作業協力者の協力を得て作業を進め、草案を作成した。さらに、各項目の担当者と委員長、副

委員長、担当事務局によって、草案を精査する草案検討会を行った。その結果に基づいて、担当

者が草案の再作成を行い、最後に担当事務局が文言の修正・統一を図った。 

自己点検・評価の取り組みを全学的に広げるために、教授会及び事務局管理職会議などで協力

要請を行い、多くの教職員の皆様のかかわりを求めた。 

 委員会の実施・進行の状況は次のとおりである。 

本自己点検・評価委員会等の実施状況 

2007/5/24 第１回委員会 委員長、副委員長決定 

認証評価に向けてのスケジュール及び各項目の担

当者について検討 

2007/6/12 第２回委員会 自己点検・評価方法検証、問題点の洗い出し、及び

今後の作業の進め方・日程について検討 

2007/7/10 第３回委員会 作業協力者（部署・組織）、問題点の洗い出し、今

後の委員会の進め方、「到達目標（案）」について

検討 
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2007/7/24 第４回委員会 プレゼンテーション日程・担当者について検討、決

定 

2007/9/18 第５回委員会 プレゼンテーション① 

「理念・目的」「教員組織」 

2007/10/11 第６回委員会 プレゼンテーション② 

「事務組織」「自己点検・評価」 

2007/10/23 第７回委員会 プレゼンテーション③ 

「社会貢献」 

2007/11/1 第８回委員会 プレゼンテーション④ 

「学生の受け入れ」「図書館及び図書・電子媒体」

「情報公開・説明責任」 

2007/11/29 第９回委員会 プレゼンテーション⑤ 

「施設・設備等」「学生生活」 

2007/12/7 第 10 回委員会 プレゼンテーション⑥ 

「教育内容・方法等（学部）」 

2007/12/11 第 11 回委員会 プレゼンテーション⑦ 

「教育内容・方法等（大学院）」「教育研究組織」

「管理運営」 

2007/12/19 第 12 回委員会 プレゼンテーション⑧ 

「研究活動と研究環境」「財務」 

2008/4/22,30  大学基準協会大学評価実務説明会参加 

2008/5/1 第 13 回委員会 大学評価実務説明会参加報告及び今後のスケジュ

ール調整及び作業の進め方について検討 

大学評価ハンドブック（H21 年度申請用）配付 

2008/5/1  事務局に「大学基礎データ」作成依頼（5/31 締切）

2008/5/22 第１回原稿草案検討会 「理念・目的」「教育研究組織」 

2008/5/26 第 14 回委員会 法人中期計画抜粋配付、進捗状況報告 

2008/5/29 第２回原稿草案検討会 「情報公開・説明責任」 

2008/5/31  「大学基礎データ」学内提出締切 

2008/6/11 第 15 回委員会 進捗状況報告 

2008/6/17 第３回原稿草案検討会 「自己点検・評価」 

2008/6/18 第４回原稿草案検討会 「管理運営」 

2008/6/19 第５回原稿草案検討会 「施設・設備」 

2008/6/26 第６回原稿草案検討会 「学生生活」 

2008/6/27 第７回原稿草案検討会 「事務組織」 

2008/7/3 第８回原稿草案検討会 「教育内容・方法」１ 

2008/7/7 第９回原稿草案検討会 「研究環境」                  

2008/7/9 第８回原稿草案検討会

続き 

「教育内容・方法」２ 

2008/7/9 第 10回原稿草案検討会 「教員組織」 

2008/7/17 第 16 回委員会 進捗状況報告 

2008/7/23 第 11回原稿草案検討会 「財務」 

2008/7/25 第 12回原稿草案検討会 「学生の受け入れ」 
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2008/7/29 第 13回原稿草案検討会 「社会貢献」                  

2008/8～10  原稿及び基礎データの確認・修正作業 

2008/10/8 大学基準協会訪問 草案を持参し、内容・不明点の確認を行う 

2008/10～11  大学基準協会からの指摘に基づき、草案・基礎デー

タ再修正 

2008/12  学長、理事長による草案内容確認 

2008/12  各担当者へ草案原稿を渡し、最終確認作業 

2008/12  自己点検・評価報告書草案、基礎データ草案完成 

 

 多くの関係者の皆様のご協力なくしては、本報告書は生まれなかったと思う。心より感謝申し

上げる次第である。 

 この報告書には、本学の現状と課題、そして何よりも本学の真の姿が浮き彫りにされている。

これが、明日の“くにたち”を創造するきっかけとなることを切望している。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 本 章 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ 本文中の「○」は評価の視点の必須項目、「●」は任意項目である。 
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１ 理念・目的 

 

1-1 本学の理念・目的・教育目標と人材養成 

○大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

 

1-1-1 大学および音楽学部の基本理念と教育目標 

【現状説明】 

（基本理念） 

（１）本学教育の基本理念 

本学では、「自由・自主・自律の精神を以て良識ある音楽家、教育者を育成し、日本および世界

の文化の発展に寄与する」ことを基本的理念としている。 

本学は、1926 年東京高等音楽学院として創立された音楽学部のみの単科大学であり、今日、創

立以来 82 年目を迎えている。 

本学創立にあたっては、当時の新進気鋭の音楽家であった中館耕蔵、矢田部勁吉、武岡鶴代、

榊原直、渡邊敢らが中心となり、多くの賛同者の寄付や協力を得て誕生した。この詳細は、本学

『創立 70 周年記念誌「譜」』に記載されている。発足当時、財政的には決して豊かではなかった

が、良質な音楽の演奏や音楽研究の探求心には強い拘りがあった。彼らは、単なる職業音楽家養

成機関と一線を画し、演奏や創作関係以外の分野も学べるよう学科課程の組み立てを行い、「自

由・自主・自律の精神を以て、良識ある音楽家、教育者を育成し、文化の発展に寄与する」とい

う理念のもと、音楽の専門家を養成するだけではなく、音楽文化を幅広く支えていくような音楽

人の養成を目指した。この精神は、太平洋戦争時に他学校の学生が軍需工場に動員され、授業が

受けられなかったときに、校舎内に工場の一部を移し、そこで学生が奉仕し、音楽の授業は続け

るという了承を軍から取り付けたことや、次項で述べる我が国初の学校音楽教員養成を目的とし

た「教育音楽学科」の設置を、文部省と粘り強く交渉し、認可を受けたことをはじめ、「くにたち」

独自の考えにより次々と新たな試みを行ったことなどに表れている。この精神は、本学の学則第

1条に「音楽と教育の理論、技術とその応用の指導及び研究を目的とし、同時に良識ある音楽家、

教育家を養成する」とうたわれている。 

このような、自由で、自らの信念に基づき自律的に行動する校風は、現在にも脈々と受け継が

れている。 

今後も本学は、世界の様々な音楽を理解し、幅広い視野に立って日本における音楽文化の独創

的な展開を図り、我が国の文化的アイデンティティの確立を意識した教育研究を推進していく。 

（２）時代をリードする試み 

1950 年に新制大学として認可を受けた際には、ピアノや声楽などの演奏系の学科に加えて、楽

理学科および日本初の教育音楽学科も認可された。音楽を広く芸術文化として科学的に追求して

いく音楽学を専攻する楽理学科、および師範教育としてではなく芸術教育としての教員養成を行
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う教育音楽学科（現音楽教育学科）を立ち上げたことは、当時としては画期的なことであった。 

また、発足当時から雅楽などの日本音楽に関する教科を開講していたことも注目される。当時

の音楽大学では西洋音楽一辺倒であった。そうした中にあって、本学では日本の音楽家達が日本

の音楽についての認識をもって音楽活動を進めていく必要性を提案し、教育実践を行った。その

後も、我が国の音楽文化創造に先駆的な役割を果たす斬新な学科編成に努め、ダルクローズの教

育理念を実践的に追求した音楽教育者の養成を行う「リトミック専修」（1962 年、当時は教育音

楽学科Ⅱ類と称した）、音楽的な資質の優れた幼児教育者の養成を行う「幼児教育専攻」の設置

（1963 年）、ピアノの指導者のスペシャリストを養成する「ピアノ教育専修」（1990 年）、電子オ

ルガンを中心とした演奏者・音楽家を養成する「応用演奏学科」（1992 年）、コンピュータなどの

新しいメディアを用いた音楽創造活動を行う「音楽デザイン学科」（1992 年）の設置など、それ

ぞれに新しい時代を見据えて、音楽文化の創造に先駆的に取り組んできた。 

さらに、早期教育と一貫教育の重要性を唱え、1949 年に附属中学校と附属音楽高等学校、1950

年に附属幼稚園、1953 年に附属小学校を開校し、我が国で初めての幼稚園から大学までの一貫し

た教育を行う学園となった。特に、高等学校は、我が国初の音楽高等学校であった。そして、1968

年には大学院（修士課程）、2007 年には大学院（博士後期課程）を開設した。 

また、1935 年という早期から、社会的に教育成果を還元すべく、社会人を対象とした夏期音楽

講習会も行っており、現在も続けられている。 

2004 年度には、それまでの 7学科構成を 3学科に改組したが、この改革の目的は、現代社会の

変化に対して柔軟に対応するというだけでなく、音楽を学びの中心に据えながら、激動する社会

の中で自分にふさわしい道を見つけていくことができるような基礎力と専門知識を身につけ、自

立した音楽人を育てることにあり、今後も時代をリードする試みを続けていく。 

 

（教育目標） 

本学音楽学部には、3 つの学科（演奏学科、音楽文化デザイン学科、音楽教育学科）を設置し

ている。いずれの学科とも、豊かな音楽性はもちろんのこと、確実な技術や専門知識を備えた専

門家を育成し、幅広いジャンルにおいて音楽文化を支えることのできる人材を育てることを教育

目標に掲げている。 

各学科の特性を生かした教育目標は次のとおりである。 

（１）演奏学科 

演奏学科では、声楽、鍵盤楽器、弦管打楽器を奥深く追究する学生に学びの環境を提供し、そ

れぞれの分野におけるプロの演奏家を見据えた高度な表現能力の獲得を教授し、学生一人ひとり

の自己実現を支援する。 

（２）音楽文化デザイン学科 

音楽文化デザイン学科は、音楽創作、音楽研究、音楽療法に関する専門教育を提供し、自立し

た音楽創作者・音楽研究者・音楽実践者を育成する。従来、音楽を学ぶとき、作曲は作曲、歴史
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は歴史、理論は理論など、分野ごとに分かれて学ぶ方式がほとんどであった。本学科はそれらの

分野すべてを『音楽文化』という領域で捉え、幅広く総合的に学ぶ可能性を提供する。学生は、

その広い選択肢の中から自分に合った対象を選び、基礎から専修へと、専門性を高めることがで

きる。 

（３）音楽教育学科 

音楽教育学科には、音楽教育専攻と幼児教育専攻の 2 専攻がある。音楽教育専攻は、中学校・

高等学校の音楽教員をはじめとし、広く音楽を指導する人材の養成を目指す。幼児教育専攻では、

幼児の音楽教育を指導できる優れた幼稚園教諭の養成を目指している。 

発足以来、音楽教育および幼児教育の世界に多くの優れた人材を輩出してきた本学の実績を十

分に生かしながら、多様化する音楽教育のニーズに応える。 

音楽教育学科の教育目標は次のとおりである。 

①教育現場や社会活動において円滑な人間関係を築ける“音楽人”の育成 

②合唱・合奏のアンサンブル能力を高めることを主眼とした協調性の涵養 

③幅広い音楽的視野の養成 

④教育・指導に関する専門的力量の養成 

⑤音楽教育指導に関する研究基礎の修得 

また、3年次からの専門課程に開設された 34 のコースには、それぞれ、次のような卒業後の進

路を見据えた教育目標が掲げられている。 

【表 1-1】 コースの教育目標 

声楽コース ディクション研究を基盤に、歌曲、オペラ、オラトリオ、重唱の基

本的な歌唱方法を学び、声楽の専門的知識と技術を身につける。 

ピアノ・コース  コンチェルトやアンサンブルを学び音楽の幅を広げるとともに、作

品分析、ピアノリテラチュアを通じて、より深く豊かな演奏表現を

目指す。 

ピアノ指導コース  教材研究や子供への指導実習を通して、質の高いピアノ指導者のた

めの知識や技術を実践的かつ体系的に学ぶ。 

オルガン・コース  オルガンの構造、特性および通奏低音奏法などを学ぶことを通し、

オルガン演奏家として必要な能力を養成する。 

総合電子オルガン・コー

ス  

電子オルガンの実技レッスンを軸に、ソロおよびアンサンブルでも

「書けて、弾ける」、即興も可能な応用力のある人材を養成する。

管弦楽コース  演奏技術の向上とともに、幅広いレパートリーを身につけ、オーケ

ストラプレーヤーとして必要なことをあらゆる角度から学ぶ。 

吹奏楽コース  ブラスオルケスターおよびシンフォニック・ウインドアンサンブル

という異なる形態を通じて、幅広いレパートリーを学び、さまざま
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なジャンルの演奏体験を通して、より高度な吹奏楽の音楽表現を修

得する。 

室内楽コース  さまざまなアンサンブル形態に応じ、幅広いレパートリーを学ぶこ

とを通し、室内楽奏者として必要なアンサンブル能力を養成する。

オペラ・ソリスト・コー

ス  

オペラ歌手となるために必要な歌唱能力や舞台表現等、基本的な知

識を養う。 

歌曲ソリスト・コース 演奏家となるために必要な歌唱能力、詩の解釈、ことばへの豊かな

感性を磨き、基本的な知識を養う。 

鍵盤楽器ソリスト・コー

ス  

鍵盤楽器のソリストにふさわしいレパートリーの拡大と豊かな音

楽表現を身につける。 

アンサンブル・ピアノ・

コース  

アンサンブル奏者としての基礎と表現力を身につける。 

弦管打楽器ソリスト・コ

ース  

コンチェルトをはじめとするさまざまなジャンルの演奏技術、解釈

を学び、それぞれの楽器のソリストに必要なレパートリーを身につ

け、各種オーディション、コンクールに入賞する演奏能力を身につ

ける。 

指揮者／コレペティー

トル・コース  

総譜奏法、指揮法などを実践的に学ぶことを通して、指揮者を養成

する一方、多くのオペラのレパートリーを知るコレペティートルの

養成も目指す。将来的に、職業的な指揮者或いはコレペティートル

として活躍していける能力を有する人材を育成する。 

西洋古楽コース  西洋古楽器の独奏とアンサンブル能力を、理論と歴史を学びつつ高

め、西洋古楽器の演奏における専門家を目指す人材を育成する 。

日本伝統音楽コース  西洋の音楽文化とは異なる音のとらえ方、合奏の考え方を持つ日本

の伝統的音楽文化を理解し、演奏能力を高め、日本の伝統楽器の演

奏における専門家を目指す人材を育成する。 

演奏応用コース  主に即興演奏を中心に、ジャズやポピュラー音楽などの演奏能力を

高め、アレンジのテクニックについても学ぶ。ジャズ・ポピュラー

音楽の演奏経験を積み、基本的知識を身につける。 

マネージメント・コース 幅広い音楽の知識を身につけ音楽現場の経験を積むことを通して、

音楽ホールの企画・運営や演奏団体でのマネージメントのできる人

材を養成する。 

作曲家コース  作品を書くことに主眼を置き、高度な作曲能力を養成する。在学中

にコンクールに出品できることを目指す。独創的創造力を発揮し作

品制作に積極的に取り組み、内外に於ける作品発表の場を拡充し実
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践することが望ましい。 

作曲コース  作曲のために必要な技法や知識を学び、独奏作品から管弦楽曲作品

まで、さまざまな編成による想像力豊かな作品を書くための実践的

能力を高める。 

作曲理論コース  和声やソルフェージュの指導者など音楽理論のスペシャリストの

養成を目指す。 

作曲応用コース  映画音楽、ドラマ音楽など商業音楽を対象とし、作・編曲家の養成

を目指す。 

コンピュータ音楽コー

ス  

プログラミング能力を磨き、コンピュータを駆使した音楽作品やマ

ルチメディア作品などの創作能力を養成する。 

音楽学研究コース  学問的に価値のある卒業論文の作成などを通して、音楽学の研究者

として必要な知識・力量を蓄える。 

音楽情報･社会コース  音楽関係企業（出版、放送、レコード会社など）に要求される幅広

い専門知識と実践能力を身につけ、その情報を背景としてミュージ

ック・ライター、音楽出版などで活躍できる人材を養成することを

目指す。 

楽器製作・音響コース  別科調律専修と楽器学資料館の資産を生かしての楽器製作と修復

の技術、知識を身につける。また録音などの技術的能力の養成を目

指し、音響制作の技術と知識を身につける。 

音楽療法士コース  医療行為としての音楽療法の知識を深め、障害児だけではないさま

ざまな対象への実践的な能力を高め、音楽療法士としての基本的な

知識・技術・心構え・倫理等を身につける。 

音楽教育研究コース  音楽を学ぶこと、教えることに関わる分野を学問的、実践的に追

及・研究する人材を養成する。音楽教育の様々な場面を対象とし、

その現象の解釈や分析の方法について学ぶ。 

吹奏楽指導者コース  学校教育やアマチュア吹奏楽団などの現場で広く求められている

質の高い吹奏楽指導者を養成する。 

学校教育コース  質の高い学校教員（中学校・高等学校の音楽科）の養成を目指す。

音楽科教育の研究を深めると同時に、より実践的な指導能力を身に

つける。 

リトミック指導者コー

ス  

表現豊かな音楽性を培う音楽教育法として広く展開されているリ

トミックの指導ができる人材を養成する。リトミック指導者として

の資質を高め、充分な技能を備える。 

合唱指導者コース  児童、生徒、アマチュアなどあらゆる層を対象にした合唱団も十二
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分に指導できる能力を養成し、社会に貢献できる人材を育成する。

幼児音楽指導者コース  幼児・児童の初歩的および基本的な音楽指導のための力量を養成す

る。 

幼児教育コース 幼児教育に関する幅広く高度な知識を学び、実践的・総合的な力量

を養成する。 

 

【点検・評価】 

「自由・自主・自律の精神を以て良識ある音楽家、教育者を育成し、日本および世界の文化の

発展に寄与する」という本学設立の理念・目的は、80 余年という歴史の中で、日本のみならず世

界の音楽界で活躍する有能な人材を輩出してきたことによって、その成果を窺い知ることができ

る。これは評価に値するものといえる。 

 

【改善方策】 

本学のこのような人材育成の底流には、発足当時から継承されてきた「質の高い音楽を奏でた

い」という理想への欲求に根ざしたものであるといえる。良質の音楽を奏でたい、創造したい、

という強い信念が、自由・自主・自律の雰囲気を醸し出してきた。時代の変化に対応しつつも、

理念・目的に添った教育目標の設定を今後も図っていく。 

 

1-1-2 大学院研究科の基本理念と教育目標 

【現状説明】 

本学大学院音楽研究科には、修士課程と博士後期課程を設置している。 

大学院音楽研究科修士課程の設置は 1968 年に遡る。今日に至るまでの約 40 年間には、有能な

人材（演奏家、作曲家、音楽学者、音楽教育者、その他）を数多く輩出し、広く社会に貢献して

きた。また、2007 年には大学院博士後期課程を設置し、名実ともに我が国における音楽の理論研

究と実践研究をリードしていく体制を整備した。 

本学大学院は、「音楽の理論および実践を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与する

こと」（本学大学院規則第 1条）を目的としており、日本、アジア、世界の様々な音楽を知り、幅

広い視野に立って日本における西洋音楽のユニークな展開を図るという教育目標を掲げ、文化的

アイデンティティを意識した研究・教育を推進している（設置の趣旨）。 

例えば、一般的に、我が国の多くの音楽大学では、西洋音楽一辺倒の入試課題が課せられてき

た。それに対して、本学大学院では設置当初より声楽専攻に日本歌曲を課すなど、日本やアジア

を含む世界の音楽に着目した研究を展開し、その価値を社会に向けて情報発信するなど、ユニー

クな取り組みを重ねてきた。 

今日のようなグローバルな環境変化の中では、演奏家や作曲家は、世界に通用する高度な演奏

能力や創作能力が求められ、同時に自己の演奏論や創作理論を構築、展開する資質が重要となる。
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また、音楽学や音楽教育学の領域でも、世界的視座に立って有意義な問題提起のできる質の高い

研究者を養成することが求められている。こうした現況の中で、本大学院では、国際的に活躍で

きる演奏家・作曲家、自立して研究を展開することのできる音楽学者・音楽教育学者を養成し、

我が国の音楽文化の進展に寄与する人材の育成を教育目的としている。 

 

（各専攻の教育目標） 

修士課程では、「広い視野に立って精深な学識と技術を授け、音楽の専攻分野における創造、表

現、研究能力またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業等を担うための卓越した能力を

培うこと」を目的とし、この教育目的に迫るために、修士課程は 5 専攻を設置している。各専攻

はいくつかのコースに分かれているが、特に 2008 年度からは、これまでの専攻・コースに加えて、

新たなコースを設置した。 

 

【表 1-2】 大学院修士課程の構成 

専攻 定員 コース 

声楽 8 名 オペラ、歌曲（ドイツ歌曲、イタリア歌曲、フランス歌曲、日本歌曲） 

器楽 16 名 鍵盤楽器（ピアノ、オルガン）、＊伴奏、弦楽器、管楽器、打楽器  

作曲 ４名 作品創作、音楽理論、＊ソルフェージュ、コンピュータ音楽 

音楽学 ４名 音楽学、＊楽器・音響、＊音楽療法 

音楽教育学 ４名 音楽教育学、＊音楽教育実践 

（＊印は 2008 年度に新設したコース） 

それぞれの専攻の教育目標は次のとおりである。 

（１）声楽専攻 

声楽専攻は、高度な専門性を身につけた演奏家の育成を目指している。声楽では歌唱力は勿論

重要であるが、ディクションや演技力等の能力も重要である。そこで 2 年次にはオペラ公演を催

し、演奏家としての資質を磨く（一貫してモーツァルトのオペラ作品を取り上げている）ととも

に、歌曲研究として、ドイツ歌曲、イタリア歌曲、フランス歌曲、日本歌曲について、歌曲の背

景にある言語や文化・歴史等を含む視野の広い深い表現を目指す。 

（２）器楽専攻 

器楽専攻は従来の4つのコースに、伴奏コースを新たに加えた。これらのコースは、演奏技術の

錬磨だけにとどまらない、より深く広い音楽的見識を持つ音楽人の育成を目指している。室内楽

や協奏曲の経験も積み、また音楽学的研究にも関わり、演奏家として豊かな音楽性を備えた人材

を育成する。 

（３）作曲専攻 

 作曲専攻は、豊かな創造力、独創性に支えられた芸術作品を生み出す創作者の育成を目指して

いる。特に、音楽理論コースでは和声､対位法､フーガおよび分析等を専門的に深く学び、正確で
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広い知識と柔軟で音楽的な感性を備えた人材の育成を目指している。コンピュータ音楽コースで

は、コンピュータ音楽（マルチメディアを含む）の創作およびそれと関連したプログラミングや

創作理論等の高度な研究に内容を特化した、音楽創作の現代化に対応できる、優秀で創造的な人

材の育成を目指している。 

（４）音楽学専攻 

音楽学専攻は、高度な専門性を備えた優秀な研究者および実践者を育成することを目指してい

る。特に、楽器・音響コースでは、楽器そのもの、音そのものについて探求し、楽器学資料館や

別科調律専修、メディアセンター等の学内諸機関と連携し、指導的な立場の技術者や研究者など

の専門家を目指す人材を育成する。音楽療法コースは、高度の実践にも触れながら知識と実践力

を高めつつ、音楽は勿論のこと、医学、心理学、福祉等様々な分野について研鑽を深め、優秀な

音楽療法者の育成を目指している。 

（５）音楽教育学専攻 

音楽教育学専攻は、卓越した分析能力を持った音楽教育研究者の育成を目指す。特に、音楽教

育実践コースは、音楽教育実践場面に生じる様々な問題について教育学的視点から探求し、様々

な教育機関や地域社会においてリーダーとして活躍できる高度な音楽指導者を育成する。 

 

博士後期課程では、「音楽の専攻分野について研究者として自立して創作、表現、研究活動を行

い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基礎とな

る豊かな学識を培うこと」を目的としている。専攻は音楽研究専攻の1専攻のみで、専攻の中に声

楽、器楽、創作、音楽学、音楽教育学の5つの研究領域を設けている。 

声楽研究領域、器楽研究領域では、高度な演奏能力を具え、様々な時代、地域、ジャンルの作

曲家や作品等の研究を通して、自らの演奏の裏付けとなる明確な演奏論を構築・展開できる演奏

者の育成を目的とし、「既に我が国の音楽文化の 1つとなった西洋音楽」という観点から、その先

駆けとなった日本の近現代音楽を対象とする研究・教育をも積極的に展開する。 

創作研究領域においては、高度な創作能力を具え、西洋のみならず、様々な地域、時代、文化

の音楽およびその構造原理や創作理論等の研究を通して、自らの創作の裏付けとなる作曲理論を

構築・展開できる作曲家の育成を目的とする。その対象には、日本の近現代音楽も含み、また、

我が国ならではの特色を持った創作の 1 つとして、現代の音楽テクノロジーを駆使した楽曲の創

作や日本の伝統楽器を含む編成の楽曲創作の研究も重視する。 

音楽学研究領域においては、修士課程において行われてきた西洋音楽、世界の民族音楽、日本

音楽、ポピュラー音楽、音楽美学等の伝統的領域における専門的研究をさらに高度なものとして

展開すると同時に、文化としての音楽を研究する New Musicology の方法論等、特に我が国ならで

はのユニークな視座からの研究・教育を展開する。また、これまで高度な専門研究・教育が必ず

しも充分行われて来なかった楽器学・音楽音響学等の領域や、音楽療法、音楽メディア論、音環

境論等の新たな領域における研究・教育を展開する。 
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音楽教育学研究領域においては、音楽教育史、音楽教育方法論、学校教育における教科として

の音楽や幼児教育における音楽等の研究・教育を展開する。この領域は、音楽取調掛以来の我が

国の音楽教育の歩みを検証する位置を占めるものであり、ダルクローズやオルフ等の音楽教育理

論を研究すると同時に、こうした研究を通して、我が国の文化に根差した独自の新たな音楽教育

理論を創出することを目指す。また、我が国の次代の音楽を担う高い質を具えた演奏家、作曲家、

研究者を養成するためには、これらの成果を高等教育の場に還元することが必要であり、高い研

究能力を持った高等教育の担い手を育成することも目的とする。 

 

【点検・評価】 

 国際的観点から見ると、演奏家や作曲家には高度な演奏能力、創作能力を身につけると同時に、

自己の演奏論や創作理論を構築、展開できることが求められ、音楽学や音楽教育学の領域でも、

国際的に有意義な問題提起のできる質の高い研究者や教育者を養成することが必要となっている。

本学大学院の目的は、これらの必要性に応えるためのものとなっており、また、日本、アジア、

世界の様々な音楽を知り、幅広い視野に立って日本における西洋音楽のユニークな展開を図ると

いう、他の大学院にはない特色も持ち、適切であるといえる。 

 

【改善方策】 

本学大学院は、これまでに築いてきた自由・自主・自律の精神を継承しながら、今後とも新し

い時代を拓く教育・研究活動を推進していく。大学院生および教員一人ひとりが自立した音楽人・

社会人として社会貢献できるよう努め、教育の質的充実を目指し、修士課程、博士後期課程の完

成をもって成果の検証をあらためて行う必要がある。 

 

1-2 本学の理念・目的・教育目標等の周知 

○大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

【現状説明】 

これまで本学では、本学の教育理念や教育目標について殊更に取り上げることはなかった。む

しろ、平素の教育活動を通して、音楽家や音楽研究者、あるいは教育者としてのあるべき姿を、

教師自らが率先垂範し、学生たちと共に行う音楽実践活動を通して、ある時は直接的に、またあ

る時は間接的に、本学の理念や目的・目標に迫ってきた。とはいえ、大きな社会変化の中にあっ

て本学の教育理念や目的・目標を、本学を取り巻く多くの方々に、正確に、周知することは重要

である。 

以下に、従来より本学が採ってきた周知方法を掲げてみる。 

（１）入学案内などのパンフレットによる広報 

 本学の教育理念や学科目標などは、「大学案内」や「くにたち音信」（年 4 回発行、保護者や卒

業生を主な対象とする）、「カリヨン」（年 2回発行、受験生とその指導者、高等学校を主な対象と
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する）等のパンフレットを通じて、受験生とその保護者、学生とその保護者、卒業生、地域の方々

などに向けて広く広報を行っている。また、本学主催によるコンサートや講演会、公開レッスン

でも、本学の教育理念や目標について間接的に広報する（チラシ配布やアナウンスなど）機会に

もなっている。 

（２）基礎ゼミにおける教員との関わり 

本学の特徴（教育理念や目的・目標）を意識し、音楽を学ぶことの意味を確認するために、2004

年度から、新入生を対象として、入学直後の 2週間を費やして「基礎ゼミ」を行っている。「基礎

ゼミ」は、新入生が、本学の教育にスムーズに溶け込み、学生一人ひとりが自らの学びの決意を

新たにするための特別プログラムである。具体的には、専任教員（全員参加）との関わりを通し

て、本学の目指す学生像について直接的・間接的に伝達している。また、本学教員による本格的

な演奏やお話、さらに教員との討論などを実施し、学生にとって音楽を学ぶことの意味と学生自

身が自らの将来を考える貴重な機会となっている。 

（３）創立 50 周年記念誌や 70 周年記念誌に「自由」なる学びの軌跡を掲載 

本学が辿った歴史や活動歴、その長い歩みの中で受け継がれてきた本学の教育理念や教育目標

は、「創立 50 周年記念誌（1976.11.23 発行）」や「譜－時の調べにのせて（国立音楽大学の 70 年）

（1996.4.27 発行）」、「国立音楽大学創立 80 周年記念事業 音楽教育学科の歩み（2006.10.20 発

行）」などに記載されている。そうした記念誌を通じて、広く本学の理念や目的は教員や学生たち

に直接的間接的に語り継がれている。 

（４）ホームページでの記載 

本学のホームページを通じて、本学が目指す教育理念について掲載し、広く学生や一般にも情

報を提供している。 

 

【点検・評価】 

本学は発足当初から、自由な雰囲気を大切にしながら、良識ある音楽家および教育者の育成に

努めてきた。この姿勢は 80 余年を有する本学の長い歴史の中で、教職員および学生・卒業生の間

に暗黙のうちに定着してきている。 

本学の教育を通じて、学生一人ひとりは芸術的・創造的なセンスを獲得していくのだが、そう

した芸術的なセンスは、自由な空間の中にこそ生まれてくる。そのためには自由闊達に意見交換

をし、一人ひとりの創造的活動を尊重しようとする精神と環境が欠かせない（言うまでもないが、

自由の意味はそうした人間の自立に繋がる精神であり、おのずから一人ひとりの義務と責任を含

んでいる）。学生は、そうした自由な雰囲気の中で、本学の教育（講義や演習そして個人指導によ

るレッスン、公開講座、演奏会への参加など）を通じて、また課外活動における学生同士の密な

かかわりを通じて学びを深めている。 

大学の発行する印刷物や日々の教育活動によって本学の理念・目的・教育目標は充分周知され、

浸透しているといえるが、その周知方法は、さらに工夫を重ねていく必要がある。 
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【改善方策】 

ホームページを活かした周知方法は、さらに工夫が必要である。2008 年度からは、本学の教育

理念や様々な活動を広く社会にアピールするために、本学の広報全体を検討する組織「広報プロ

ジェクト」を立ち上げた。今後は、ホームページを中心に、プロジェクトでその具体的な方策を

策定していく。 

 また、2009 年度受験者用の入試要項に本学の教育目標を掲載したほか、大学院入試要項にも大

学院の教育目標を明示した。 

 

1-3 理念・目的等の検証 

●大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の妥当性を検証する仕組みの導入状況 

【現状説明】 

本学では、教育理念・目的・教育目標と実際の教育内容がどのように整合的に推進されている

か検証するために、これまでも長年にわたって学内に数々の委員会を設け、検討してきた。 

1991 年に大学設置基準が改正され、教育研究水準の維持向上を図るため、教育研究活動等の状

況について、自ら点検および評価を行う体制を整えるよう求められたが、本学ではそれよりはる

か以前より自主的に点検・評価を行ってきた。1970 年に「改革委員会」を設置し、1973 年に報告

書を作成したのをはじめとし、1985 年に「将来計画委員会」、1987 年に「第二次将来計画委員会」、

1992 年に「第一期大学教育研究協議会」、1995 年に「第二期大学教育研究協議会」、1997 年に

「第三期大学教育研究協議会」を立ち上げ、それぞれ答申書を作成し、教育の改善に取り組んで

きた。 

また、1999 年より定期的に開催してきた理事長・学長・副学長および理事数名からなる「中期

計画委員会」で、特に大学の現状の把握に努め、将来の方向性を模索すると同時に、学長主導の

下、「基礎課程検討委員会」「学科再編検討委員会」においても教育課程の在り方について検討を

重ねた。この審議は、学長の諮問機関である「学科・課程審議会」（2002 年 2 月設置）に引き継

がれて具体策の策定に取り組むこととなった。この内容については、2002 年 7 月開催の教授会の

審議事項として提出され、その後も逐次審議が重ねられた。このような継続的な検討を経て、2004

年 4 月、新学科体制に改組し、新たな教育活動に取り組むこととなった。 

2004年度からは全国の大学では第三者評価機関による認証評価が義務化されることとなったが、

本学ではこれを契機として、これまでに取り組んできた検討・改革の歩みを取りまとめる作業に

着手した。その結果、これまで本学の教育改善に関して検討してきた数々の委員会の軌跡を収集・

整理し、それを『自己点検・評価書集成－昭和 48 年度～平成 10 年度の記録－』（国立音楽大学

学長事務室発行、2004 年 6 月 30 日）として刊行したほか、2002 年度の教学および組織を中心に

自己点検・自己評価書の作成を行い、2004 年 7 月『自己点検・評価報告書－2002 年度版－』（国

立音楽大学発行、自己点検・評価報告書作成会議編集）として刊行した。 
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これらの報告書を基にして、学外者および卒業生・保護者（計 10 名）に委嘱して自主的に外部

評価を行った。その結果は、『評価報告書－外部評価委員による－』（国立音楽大学発行、自己

点検・評価報告書作成会議編集、2005 年 3 月）にまとめられ、公表された。この外部評価者によ

る指摘は、概ね本学の教育運営とその成果について高い評価を得た。続く 2005 年には、2003～2005

年度の自己点検・評価委員会が設けられ、本学の現状と課題を明らかにし、2007 年 3 月に『自己

点検・評価報告書―2005 年度―』を刊行し、広く周知を図っている。 

 

【点検・評価】 

 本学では、従来より学内に本学教育課程を検討する各種の委員会が設置されてきた。その検討

を踏まえながら、継続的に、時代の要請に沿って改革を進めてきた。その意味では、本学教育は

教職員の総意を基本として民主的な教育運営を行っていると考えている。特に 2005 年には、外部

評価者による評価を実施し、その報告書を刊行した。現在は、この報告書の指摘を真摯に受け止

め、新しい時代に即した取り組みを推進している。 

 

【改善方策】 

 現在の検証の仕組みで特に問題はない。 
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２ 教育研究組織 

 

○当該大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成と理念・目的等との関連 

 

2-1 学部、大学院の教育研究組織 

【現状説明】 

本学の教育研究上の基本組織は音楽学部、大学院音楽研究科（修士課程、博士後期課程）、別科

調律専修から成っている。 

 「自由・自主・自律の精神を以て良識ある音楽家、教育者を育成し、日本および世界の文化の

発展に寄与する」という本学の基本的な理念は、音楽学部においては、創設時より「音楽と教育

の理論、技術とその応用の指導及び研究を目的とし、同時に良識のある音楽家、教育家を養成す

る。（学則第 1条）」と掲げられている。2004 年度にこれまでの 7学科を、演奏学科、音楽文化デ

ザイン学科、音楽教育学科の 3学科に改組・再編した。演奏学科には、声楽専修、鍵盤楽器専修、

弦管打楽器専修の 3専修を置き、また音楽文化デザイン学科には、音楽創作専修、音楽研究専修、

音楽療法専修の 3専修が、音楽教育学科には音楽教育専攻、幼児教育専攻の 2専攻を置いている。 

大学院音楽研究科修士課程では、2004 年度の学部カリキュラムの改編を踏まえ、2008 年度にカ

リキュラムを改編し、既存の 5 専攻中 4 専攻に新たなコースを設定し、学部教育から継続してさ

らに高度の専門的研究が行えるよう設定している。声楽専攻には、オペラコース、歌曲コース、

器楽専攻には、鍵盤楽器（ピアノ・オルガン）コース、伴奏コース、弦管打楽器コース、作曲専

攻には、作品創作コース、音楽理論コース、ソルフェージュコース、コンピュータ音楽コース、

音楽学専攻には、音楽学コース、楽器・音響コース、音楽療法コース、音楽教育学専攻には、音

楽教育学コース、音楽教育実践コースをそれぞれ設置している。 

 大学院音楽研究科博士後期課程では、音楽の専攻分野について、研究者として自立して創作、

表現、研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力

およびその基礎となる豊かな学識を培うこと、およびオリジナリティを持った研究テーマの追究

を行える能力を培うことを目的とし、修士課程までの知識・能力および技能を基に、各自の専門

領域の研究を展開する課程として位置づけ、さらに深い専門知識と幅広い視野および関連領域の

基礎的素養を授けるべく、声楽、器楽、創作、音楽学、音楽教育学の 5 領域を音楽研究専攻とい

う一専攻としてまとめている。 

 別科調律専修は、学則第 50 条に基づき、修業年限 2年間の学部の別科として位置づけられ、「調

律に必要な知識及び技能を授けるとともに音楽に理解あるピアノ調律技術者の育成を目的」とし

て設置している。学務は学長が任命する別科主任が掌っている。 
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【図 2-1】 組織図 

 

 

音楽学部における教員の組織として、学則第 41 条に基づき「本学の教育、研究を運営するた

め」教授会を置いている。会議は学長が招集し、専任の教授、准教授、講師で構成され、「教授会

規程」および「教授会運営内規」に則って運営している。 

また、教授会の下に各学科の運営を行う 4つの学務機構を設け、その下に教育の円滑な実施・

運営の細目を審議する 6つの科目会を置いている。 

さらに、教授会の教育運営を円滑にし、その所管事項を分掌するため、教授会の下に教務委員

会、学生生活委員会の二委員会と演奏部委員会を置いている。 

一方で、入学試験に関する事項を担当する委員会には、入学運営機構、入学実務委員会、入学

試験委員会がある。入学運営機構は、本学の入学に関する事項全般にわたり管理運営するために、

法人理事、学長、副学長、教員（入学試験委員会正副委員長）および入学担当事務職員で構成し

ている。入学試験の実務運営を所管するために、入学実務委員会を入学運営機構の下に置いてい

る。試験科目の検討、試験問題の作成、合否判定等入学者の選抜に関する事項を審議執行する機
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関として入学試験委員会がある。 

 教員人事を審議するための学長の諮問機関としては、専任教授で構成する教授会議を置き、教

授会議の構成員から選出されたメンバーによる教員資格審査委員会が実際の審査を行い、学長へ

の答申を行っている。 

 また、教員の研究に関わる委員会は、研究費等審査委員会および紀要編集委員会がある。研究

費等審査委員会は学長が指名する専任教授で構成され、紀要編集委員会は教授会において選出さ

れた委員で構成している。 

 大学院における教育研究は、大学院学生の研究指導を担当する各専攻所属教員が主として行っ

ており、それらの教員が大学院委員会委員として教育研究に関わる審議を行う大学院委員会を構

成している。学長が大学院委員会の委員長を務め、その委員会の下に大学院運営委員会を置き、

運営に関わる事項の審議を行っている。 

 

2-2 その他の教育研究組織 

【現状説明】 

 そのほか、全学的な教育研究組織として、付設の機関と関連する委員会を設置している。 

 演奏部は、本学の最重要活動である演奏活動を管掌し、演奏に関わる教育活動を支援する機関

で、大学における演奏の質を高め、またその活動を円滑にする目的をもっている。大学の主催す

る演奏会等の制作・運営や、演奏部の主管する演奏会等の企画・制作・運営、演奏に関わる人的

環境の整備などを主たる活動として行っている。演奏部の活動を審議執行するのが演奏部運営機

構で、演奏部長のほか、理事会から選出された理事と、学長が指名する教員から成る委員によっ

て構成している。ただし、演奏教育に直接関わるのは教授会に置かれている演奏部委員会となっ

ている。 

 メディアセンターは、大学の教育のメディア／テクノロジーに係る部分について、人的・物的

資材の面で支援し、教育の質を高め、またその運営を円滑にするために設けられ、機器機材とセ

ンターシステム環境の運用・管理と、大学主催行事の記録・データ化を主たる活動として行って

いる。メディアセンター運営機構が置かれ、センター長のほか、理事会から選出された理事と、

学長が指名する教員から成る委員によって構成されている。 

 附属図書館は、本学の目的たる音楽と教育の理論・技術とその応用の指導、および研究を有効

ならしめる目的で設置され、音楽大学有数の資料を備えた図書館となっている。（関連する記述は、

第 11 章「図書・電子媒体等」参照） 

 音楽研究所は、音楽の専門分野について精深な共同研究を行い、芸術・学問の進歩発展に寄与

することを目的とし、研究資料の収集・整備と供用、研究会・講演会・演奏会等の開催、研究成

果の発表、機関紙等の発行、内外の学会および諸研究機関との連携等を主たる事業として行って

いる。（関連する記述は、第 6章「研究環境」参照） 

 楽器学資料館は、楽器の学術的研究を行い、その成果により芸術・学術・教育の発展に寄与す
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ることを目的とし、資料の収集・整備および研究を目的とする供用、研究会・講演会・演奏会等

の開催、機関紙等の発行、内外の諸機関との連携等を主たる事業として行っている。（関連する記

述は、第 6章「研究環境」参照） 

 

【点検・評価】 

学部では、2004 年度に 7学科を 3学科に再編するとともにカリキュラムの改編を行った。これ

により、1・2 年次の基礎課程で大学人、音楽人としての基礎能力・知識の徹底した修得を図り、

3・4年次の専門課程では卒業後の進路を意識し、それぞれの目的に特化したプログラムによって

学生の意欲と能力に応じた専門教育を推進した。また、学科の枠を超えた総合的な専門教育の展

開によって、これまで以上の専門的音楽人、音楽と関連した職業につく社会人の養成、さらにこ

れまで以上に幅広い教養を身につけた人材の育成が可能となった。一方、大学院では、2007 年度

に博士後期課程を設置し、学部、修士、博士と一貫した教育研究組織ができあがった。また、教

育研究を補完する音楽研究所、楽器学資料館、そして音楽大学の附属図書館としては、日本一と

いってよい質・量を誇る附属図書館も充実しており、基本的な理念・目的を実現化するために十

分な教育研究組織となっている。 

 

【改善方策】 

 学部では 2007 年度に完成した新教育体制の成果を、自己点検・評価をもって検証し、改善点に

取り組むと同時に、社会的に意味のある新たな教育研究領域の可能性を探索する検討を始めてい

る。また 2008 年度にカリキュラム改定を行った大学院修士課程と、2009 年度で完成年度を迎え

る博士後期課程においては、新カリキュラムを推進し、修士課程においては有為な人材を育成す

ること、博士後期課程においては博士の学位授与者を着実に送り出すことを現在目標としている。

いずれの教育研究組織とも、社会の求める専門的音楽人、音楽教育・研究者の育成のため、現時

点の状況をさらに推進してゆく体制となっている。 
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３ 教育内容・方法等 

 

3-1 学士課程の教育内容・方法 

 

【到達目標】 

学士課程では、「自由・自主・自律の精神を以て良識ある音楽家、教育者を育成し、日本および

世界の文化の発展に寄与する」という理念の実現を目指し、高い専門性と人間性豊かな社会人の

育成を推進するために充分な教育を行う。 

・基礎課程（1・2年次）において、専門的基礎能力と知識の徹底した修得を図る。 

・基礎課程に基づき、専門課程（3・4年次）では発展的・応用的科目により、一層の専門性を身

につけるとともに、意欲や能力のある学生には興味関心、個性や特性、卒業後の進路に合わせ

てさらに多様で高度な学習機会を提供する。 

・必修科目、選択科目の内容とバランスに配慮するとともに、幅広い教養科目、語学科目等の充

実により、思考力や判断力を総合的に育成する。 

・教育の質および内容・方法の改善を不断に検証するとともに、厳正で公正な成績評価と単位認

定によって、卒業生の学力・能力についての教育責任を果たす。 

 

 

（教育課程等） 

3-1-1 学部・学科等の教育課程 

○教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1項） 

○教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

○「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・

目的、学問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性 

○一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間

性を涵養」するための配慮の適切性 

○外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適

切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

○教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・

外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

○基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

○カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

【現状説明】 

本学は音楽学部のみの単一学部に、演奏学科、音楽文化デザイン学科、音楽教育学科の 3 学科

を置く大学である。 
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各学科の人材育成目標は次のとおりである。 

演奏学科（声楽専修、鍵盤楽器専修、弦管打楽器専修）：専修する演奏分野を通して、高度な演

奏技術と深い人間性を持つ音楽家を養成する。 

音楽文化デザイン学科（音楽創作専修、音楽研究専修、音楽療法専修）：幅広い知識と経験を基

盤とし、音楽の創造に関わる分野、音楽を研究する分野および音楽療法に関わる分野を探究する

人材を育成する。 

音楽教育学科音楽教育専攻：学校教育を含む多様な音楽指導に活躍できる豊かな人間性と知識

を持つ人材を養成する。 

音楽教育学科幼児教育専攻：幼児の表現教育に関して優れた能力を持つ幼稚園教諭を養成する。 

本学は 2004 年度より学科再編とカリキュラム変更を行ったが、それと同時に、セメスター制を

取り入れている。4年間の学部教育の 1・2年次を基礎課程、3・4年次を専門課程と位置づけてい

る。第 1 章でも述べたように、音楽を学びの中心に据えながら、変化の激しい社会で自分にふさ

わしい道を見つけていくことができるような基礎力と専門知識を身につけ、自立した音楽人の育

成を目的として、次のような教育課程を構成している。 

（１）基礎課程 

 ①基礎ゼミ：音楽人を目指す音楽大学生として必要な総合的音楽教養を身につけるため、入学

直後に 2週間行う初年次教育。 

 ②専攻コアカリキュラム（専攻、専修別）：所属する学科・専攻・専修の専門性を高めるために

必要な技能・知識を学修する。レッスン（専門実技）、基礎研究、創作・演習・講読・講義な

ど。 

 ③音楽基礎演習：音楽を専門的に学ぶための基礎的な音楽能力を高める科目で、実践的な技術

の修得を主眼に基礎能力の完成を目指し、少人数制進度別のクラスで学ぶ。ソルフェージュ、

ハーモニー。 

 ④音楽基礎教養：専攻における専門性だけでなく、幅広い音楽の知識と教養を身につけるため

の多彩な科目を設置している。音楽概論、西洋音楽史概説、音楽文化論。 

 ⑤外国語コミュニケーション：音楽活動を進める上で不可欠な世界共通語である英語のほか、

西洋音楽を生み出した歴史や文化と深く関わる独語、伊語、仏語の中から 1ヶ国語を選択し、

コミュニケーションを重視して学ぶ。 

 これらはすべて必修科目である。 

 その他として、専門実技とは別に、音楽演奏能力を高めるための演習科目として、声楽表現、

器楽表現（ピアノ、弦管打楽器）、西洋古楽表現（リコーダー、ヴィオラ・ダ・ガンバ、チェ

ンバロ）、日本伝統音楽表現（三味線、雅楽、筝、囃子）、合唱、合奏などが設定され、学科・

専攻・専修に応じて選択必修で学ぶ。また、共通選択科目（基礎課程）として、3・4年次の専

門課程におけるコース選択を視野に、学科・専攻・専修の枠を超えて自由に履修科目を選択で

きる科目群が設定されている。 
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（２）専門課程 

 基礎課程で培った専門の基礎、音楽能力の基礎、音楽教養を基に、各学生が個々の学科・専攻・

専修での必修専門科目と、希望や専門性の向上に応じて選択して履修する科目とがある。 

 ①専門科目（必修）：各学科・専攻・専修の専門性を高める科目で、基礎課程で身につけた知識・

技能をベースに、専門実技（レッスン）、専門ゼミなど、専門分野を幅広く深く探求する。 

②コース科目（選択）：各学生の個性・能力に応じて、演奏、総合表現、創作・研究、音楽教育

の 4系統に 34 のコースが開設されている。このコースは、本学のカリキュラムの特色の 1つ

で、様々な音楽の領域に最低限必要な技術や能力、知識を修得するためのカリキュラム制度

であるとともに、それぞれの専門領域を学ぶための履修モデルの意味合いも持っている。コ

ース科目を学ぶためには、その専門領域を学ぶだけの技術・能力・知識が必要で、その判定

のために選抜試験が行われる。学生は、個人の興味や関心に応じて、また卒業後の進路や就

職を見据えた能力向上を考えて、入学時の学科・専攻・専修を変更することなく、どの学科・

専攻・専修からも各コースの科目群を履修できるようになっている。コースごとに設定され

たコース修了認定基準を満たせば、卒業と同時にコース修了となり、コース修了証が授与さ

れる。 

③共通選択科目（専門課程）：基礎課程における共通選択科目と共通して、音楽の専門性を高め

るため、学科・専攻・専修に関連のある広い分野、例えば指揮法、編曲、音楽史、コンピュ

ータ、ポピュラー音楽等々から、より高度で専門的な内容を選択して学ぶ。200 を超える科

目が設定されている。 

（３）その他 

上記以外に、全学年を通して履修する科目として、下記のものがある。 

①教養科目：今日の複雑化する社会の中で音楽人として、また社会人として音楽文化を担って

いくためには、広い視野の中で、自分が専門的に学ぶものの意味を理解していくことが必要

という観点から、できるだけ様々な異なった種類のものを履修するよう指導している。一般

教養、専門教養、資格科目、社会人教養の 4科目群で構成され、4年間で 20 単位以上の履修

が卒業要件である。 

②選択外国語科目：基礎課程での必修の外国語コミュニケーションとは別に履修でき、基礎課

程と同じ言語を継続して上級クラスに進んだり、別の外国語を新たに学習できる。ラテン語

も履修可能となる。 

③教職課程・学芸員課程科目：教育職員や学芸員の資格取得に必要な科目が選択履修できる。

この科目の単位は卒業要件単位とはなっていない。ただし、幼児教育専攻においては、幼稚

園教諭養成を目的としているため、教職科目が一部卒業要件単位に入っている。 

 

上記のように、各 2 年間の基礎課程と専門課程を明確にし、専門性を深めると同時に、幅広い

学修をも可能とした教育課程を編成している。本学は創立当初より「優れた音楽家であるととも
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に良識ある社会人」を養成することを目的としており、学則第 1 条に「良識ある音楽家、教育家

を養成する」としているほか、入学式での学長の式辞、大学案内、その他の広報を通じて学生に

も伝え、教養科目にも力を入れている。それが 20 単位という教養科目の履修単位数に示されてい

る。また、音楽大学の特徴として教職課程の履修者が多く、2008 年度には各学年とも 60％を超え

る学生が履修している。教職科目には幅広い人間性を養う内容も多く、教養、倫理教育としての

役目を十分果たしている。 

外国語の履修については、本学での西洋芸術音楽を中心に学修するという専門性の観点から 1・

2 年次に英語、伊語、仏語、独語から 1 ヶ国語を選択必修とし、コミュニケーションを重視した

内容で週 2 コマの授業（2 年間で 8 単位）を設定している。さらに声楽専修では、歌という言語

を欠くことのできない特性から、言葉の発音・発声の重要性に鑑み、ディクションの科目を別に

設け、2 年間の必修としている。同時に、必修とは別の外国語を履修することも可能である。英

語に関しては入学式直後のクラス分けテストによる習熟度別のクラス編成を行って、授業内容の

充実を図っている。 

教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める各種科目区分や、必修・選択の量的配分は、

学科・専攻・専修によって異なるが、必修専門科目が 38～56 単位となっているほか、基礎科目（基

礎課程の必修科目）が 24 単位、教養科目が 20 単位、その他の選択科目が 24～42 単位となってい

る。演奏学科では専門実技の必修単位の比重が高く、36 単位を占めている。全体としては、1・2

年次の基礎課程では、専攻・専修独自の科目以外は、共通のカリキュラムで専門家としての基礎

を養い、3・4年次の専門課程で一層専門性を向上させるような体制を採っているほか、教養教育

にも力を入れており、質的・量的にバランスがとれている。 

また、音楽の基礎教育としては、ハーモニー、ソルフェージュ、音楽概論、西洋音楽史概説、

音楽文化論等が全学生の必修であるが、学内教員組織の創作科目会、研究・療法科目会のそれぞ

れが前年度の授業の反省をもとに授業内容・方法を見直し、改善を図っている。教養科目および

外国語科目に関しては、同じく研究・療法科目会の中の担当者会議で同様に授業内容・方法につ

いて日ごろから情報交換、反省をしつつ改善に取り組んでいる。 

 

3-1-2 カリキュラムにおける高・大の接続 

○学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

【現状説明】 

カリキュラムにおける高大接続に関しては、初年次教育（導入教育）として、前述した「基礎

ゼミ」という科目がそれにあたり、音楽大学での学修へのモチベーションを高める狙いで、入学

直後の約 2 週間をかけて、教員によるレクチャーコンサート（演奏会）、お話（講義や実演）、体

験（学内施設の利用体験）、クラス授業の 4つのプログラムで実施している。この授業は、全専任

教員が担当し、新入生を 15 グループに分けて、各グループを 7～8 人の教員で責任を持ってあた

っており、音楽家・教育家である教員と身近に触れ合うことによってプロの自覚を持たせるとと
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もに、同じ目的を持って入学してきた者同士という仲間意識を持たせ、併せて大学生として必要

なレポート作成能力やコミュニケーション能力を養成するという目的がある。学生の満足度は高

く、終了時の学生アンケートでも高い評価を受けている。また、この基礎ゼミは、学外の機関か

らも注目されており、2006 年には日本教育大学協会全国音楽部門大学部会の先生方がＦＤ研修と

して本学を訪れ意見交換を行うなど、特色ある取り組みといえる。 

また、音楽基礎演習のソルフェージュとハーモニー、外国語コミュニケーションの英語に関し

ては、入学直後のテストによって習熟度別クラス分けを行い、個々の学生の能力・状況に応じた

授業をしている。専攻・専門の実技も個々の学生について入学時には個人差があることから、個

性や能力を大切にしたレッスンにも配慮している。 

指定校推薦入学の合格者に対しては 12 月初旬には合格が決定するため、入学までの期間を有効

に過ごしてもらう目的で学習課題を与え、入学時までにレポートを提出させている。課題を複数

与えて各自が選択して学習するという形で、高校の実情に配慮し提出を義務付けてはいないが、

例年 6割の入学生が提出し、教員がチェックし、コメントをつけて返却している。 

また、本学には附属高校が併設されている。附属高校との関わりにおいては、大学の紹介・説

明会や、公開演奏会の案内等は当然であるが、前述の「基礎ゼミ」の演奏会にも招待しているほ

か、附属高校出身の在学生・卒業生が高校で演奏会を開くなど、連携を密にしている。さらに、

附属高校との「高大接続会議」を設置し、両方の関係者が年 4～5回程度会合し、具体的な連携内

容を協議している。 

加えて、附属高校以外の近隣の高校との交流・連携を深めるべく、高校生の視野を広げ、進路

に対する意識や学習意欲を高めるとともに、大学の求める学生像および教育内容への理解を深め、

かつ高校教育・大学教育の活性化を図ることを目的に、2008 年 11 月末に協定の締結を行った。 

 

3-1-3 カリキュラムと国家試験、医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習 

○国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム編成の適切

性 

○医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の位置づけとその適切性 

【現状説明】 

本学では、国家試験につながるものはなく、医・歯・薬学系の学部・学科はない。 

ただし、国家試験ではないが、日本音楽療法学会の認定する「音楽療法士」に対応して、音楽

文化デザイン学科に音楽療法専修と、3年次からのコースとして音楽療法士コースを置いている。

これらの専修とコースは、学会の規定するガイドラインに従ってカリキュラムが組み立てられて

おり、既定の単位を修得すれば、学会の実施する「音楽療法士（補）」の試験を受験できるように、

毎年度認定を受けている。 
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3-1-4 インターンシップ・ボランティア 

●インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性        

●ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切

性 

【現状説明】 

インターンシップについては、現在コースに設定されているマネージメント・コース、音楽情

報・社会コース等において、学外施設や企業と提携して実習にかかわる実践的な業務内容につい

ての学修を行っている（下表参照）。マネージメント・コースでは、3年次より「マネージメント

実習」という科目を 2年間履修する中で、3年次の夏休みを中心にインターンシップに出かけて、

民間の音楽ホールでの音楽会の企画運営に携わるなどの実習を行っている。また、音楽情報・社

会コースでは、同じく音楽情報研究という科目の中で、音楽出版社等でのインターンシップを体

験している。いずれの場合も、大学内で、教員による事前事後の指導を十分行った上でインター

ンシップを体験するようにカリキュラムに組み込まれているとともに、担当教員が巡回指導を行

っている。今後はさらに提携、協定の業種、範囲に可能性を広げていく方針で、2008 年度は楽器

製作・音響コースにおいても、スタジオにおける録音実習等のインターンシップが予定されてい

る。 

【表 3-1】 2007 年度 インターンシップ実施状況一覧 

コース名 インターンシップ先 人数 

マネージメント・コース 
東急文化村 ６ 

サントリーホール ４ 

音楽情報・社会コース 音楽出版社 ５ 

 

一方、ボランティア活動は授業科目や単位としては認定していないが、近隣の中学校等から、

学校教育に関する授業補助や指導ボランティア（合唱指導や吹奏楽指導等）を求める要請が近年

増加している。これに対しては、教職課程履修者の中から希望者にあらかじめ登録させて、学務

部教職課が窓口になって派遣を行っている。2007 年度は 5校へ 18 人が出かけている。 

 

3-1-5 授業形態と単位の関係、単位互換・単位認定等 

○各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の

妥当性 

○国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第 28 条

第 2項、第 29 条） 

【現状説明】 

講義科目については、週 1 回の授業で各セメスター2 単位、演習科目については、週 1 回の授

業で各セメスター1 単位を標準とし、単位数については教務委員会で審議・決定された上で、教
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授会に諮られている。 

講義科目は多人数のクラス編成の場合が多いが、100 名を超えるクラスはほとんどなく、科目

によっては 10～20 名のクラスもいくつかある。また、演習科目の 1 クラスあたりの人数は 30 名

前後が多い。 

実技科目については、専門実技の場合、各セメスターで 4 単位、卒業演奏につながる最終セメ

スターでは 8 単位となっている。週 1 回の個人指導（通常レッスンと呼んでいる）で、本学では

これが最重要科目であり、学生も意欲を持って取り組んでいるため、1 回のレッスンのための準

備（予習）、復習に関しては個々の学生が最大の熱意と時間を費やしているものである。 

専門実技以外の声楽と器楽は、それぞれ声楽表現、器楽表現という科目名称で、各セメスター1

単位である。授業形態はグループ授業で、学科・専攻によってグループの人数は多少異なるが、

おおむね 2～8人で週 1回行っている。 

 学生が入学前に他大学や短大で取得した単位の認定は、60 単位を上限として認定している。入

学時に、前大学からの証明書と必要な資料（シラバス）を添えて申請させ、教務委員会委員長の

判断によって認定される。対象となる科目は、教養科目、外国語科目が中心となっている。2007

年度は、5名の学生について 68 科目（112 単位）を認定している。 

 在学中の学修の単位認定については、多摩アカデミックコンソーシアム（ＴＡＣ）という 1995

年にスタートした大学協力機構の中で、単位互換を行っている。これは、津田塾大学、東京経済

大学、国際基督教大学、武蔵野美術大学に本学を加えた 5大学が加盟しているコンソーシアムで、

地理的にも利便性が高く、それぞれ固有の特色を持った大学が集まり、図書館の相互利用や、年

2回の学長会議、年 1回の教職員交流講演会などの活動を行っている。単位互換制度については、

1999 年度より開始され、毎年度、各大学より 3科目以上を提供することになっている。2007 年度

は、本学の 3名の学生について 3科目（6単位）を認定している。 

 

3-1-6 開設授業科目における専・兼比率等 

○全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

○兼任教員等の教育課程への関与の状況 

【現状説明】 

 授業科目における専任教員の割合は【基礎データ（表 3）】に示したとおり、専兼比率が、前期

の基礎科目で 55.3％、教養科目で 31.3％、専門科目で 50.5～52.1％、後期の基礎科目で 52.3％、

教養科目で 34.7％、専門科目で 51～52.4％となっており、トータルとしては専任教員が過半数を

上回っている。教養科目が約 3 分の 1 の比率となっているのは、広い視野を持って学ばせるとい

う目的のため、専任教員だけでは対応できない幅広い専門分野の教員を配置しているためである。 

 兼任教員（非常勤講師等）は、通常年 2 回以上の「担当者会議」という同種科目の教員の協議

会に出席し、授業の内容・方法についての共通理解を図っている。科目の種類によっては毎月会

合を持って詳細に内容・方法を検討しているものもあり、兼任教員に対する連絡や授業への関与
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は密に行われている。 

 

【点検・評価】 

音楽学部という、専門技能の向上・練磨を主たる目的とし、一般の大学と比べて若干異なる学

修を行っている本学としては、その中でも各学科にふさわしい授業科目を可能な限り適切に設定

して実施していると考えている。4年前（2004 年度）より、学科改編、カリキュラム改編を行い、

さらにそれを明確にしている。 

また、大学での初年度教育における円滑な導入が求められている中で、現在実施している「基

礎ゼミ」は、教員と学生双方へのアンケート結果からも大変有効であると評価できる。 

専門課程におけるコース制の導入により、進路に関わりのある実務体験を含むインターンシッ

プは、当初の予定どおり着実に広がりつつある。音楽大学は、これまで一般的な職業との結び付

きが弱い傾向があったが、インターンシップという認識を高める等の方策を導入した本学では、

十分な効果を上げている。今後は卒業後の進路対策から、また社会と学生双方からの必要度も増

し、希望者も多くなると予想されるため、提携先の確保や受け入れの調整等の円滑な実施をさら

に進める必要がある。 

 

【改善方策】 

2007 年度の卒業生が学科改編後の第 1期の卒業生となったが、卒業時に実施したアンケートで

はおおむね満足したという回答が多く、順調にスタートした。今後は、基礎課程の確実な定着、

専門課程での一層の進歩・向上を目指し、さらに検証しつつ、教育内容の充実に取り組んでいく。 

なお、カリキュラム改定の特色であるコース制については、コースの種類と数、各コース内の

授業科目の内容等、まだ精査が必要であり、今後、学内にコース制を検証する組織を立ち上げて、

見直しを進める等の方策が教授会で審議されている。 

 

（教育方法等） 

3-1-7 教育効果の測定、成績評価法 

○教育上の効果を測定するための方法の有効性 

○卒業生の進路状況 

○厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 

○履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

○各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

【現状説明】 

本学では、通常の履修科目における教育効果の測定は、個々の教員の判断により、授業への出

席状況、授業中の参加態度や理解度、授業内での小テスト、定期試験やレポートなどによって行

われている。そのほかに、音楽大学として、次のような特色のある教育効果の評価方法がある。 
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まず、専攻ごとの学修成果の発表が挙げられる。演奏学科声楽専修の合唱や、弦管打楽器専修

の管弦楽、吹奏楽などの授業では、年 1～2回定期演奏会を行い、授業の成果を広く公開している。

これらは、近年、本学の定期演奏会が好評でほぼ満席の状況が続いていることや、新聞、雑誌等

のメディアに取り上げられている点からも評価される。2006 年に上演されたモーツァルトの「イ

ドメネオ」は、「音楽の友」をはじめとする音楽雑誌や専門紙上で評論家から「年間ベスト 5」に

入る優れた上演として掲載されたほか、2007 年度の「第 108 回オーケストラ定期演奏会」が毎日

新聞紙上で、1年間のクラシック界を振り返る記事の冒頭に取り上げられ、高い評価を受けた。 

また、音楽文化デザイン学科の音楽創作専修では、作曲作品展という定期演奏会を行い、音楽

研究専修や音楽教育学科では、ゼミの発表会や声楽・ピアノの実技科目（声楽表現、器楽表現）

の発表会などを行っており、これらも多くの聴衆を集めて、広く公開されている。さらに、音楽

演奏能力の向上を目指して、外部で行われる演奏会に出演したり、コンクールに出場して入賞す

る者もいるが、これも大学での学修による教育効果と考えられ、大学の教育が社会に認められて

いる結果の 1つと受け止めている。 

基礎課程における必修科目、ソルフェージュとハーモニーでは、習熟度別のクラス分けによる

授業が行われているが、各クラスの試験に加え、全学共通の統一試験を行っている。これは、創

作科目会に置かれた担当者会議で、グレードごとに基準を設定して問題作成や試験実施方法、採

点方法などの検討を重ねて実施されており、試験実施後も、結果の検証を行って次回への改善を

図っている。 

音楽大学に対する評価は、卒業後に優秀な音楽家・演奏家、音楽教育者を輩出できているかに

かかっている。音楽家・演奏家を目指す者にとっては、大学の卒業がそのまま職業につながると

いう保証があるものでなく、多くの場合は、卒業後も研鑽を積み、経験を重ねて、チャンスをつ

かんでいくという過程が必要となる。本学の卒業生の進路については【基礎データ（表 8）】に示

したとおり、2007 年度で、教員を含めて就職する者が約 50％、大学院等への進学者が 20％弱、

残り 30％強が就職、進学のいずれにも該当しないとなっている。だが、本学の就職率 50％は、他

の音楽大学と比べて高いものとなっており、良識ある音楽家、教育者を育成し、日本と世界の音

楽文化の発展に寄与するという本学の理念に基づき、いわゆる演奏家以外の進路についても積極

的に可能性を探っている。 

音楽教育者についても、卒業時だけでなく、卒業後に教員採用試験を受け、合格することも最

近は増加してきている。東京都公立学校における教員数は、教育委員会が示したデータによると、

2008 年 5 月現在で本学出身者が 562 名おり、すべての大学の中で総合第 14 位、音楽大学ではト

ップという極めて多い数となっている。 

授業の成績評価については、学科試験、術科（実技）試験、レポート、作品提出などによって

行われている。 

本学の成績評価基準は次のようになっている。 

AA：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上で、ここまでを合格とし、D：59 点
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以下は不合格となる。またこのほか、合奏などの一部の授業で、履修の成果が基準以上であるこ

とを示して単位認定する「合格」という評価もある。単位認定のためにはすべての授業において

3 分の 2 以上の出席をしていることが必要となる。また、病気等の理由により試験を欠席した者

には追試験を行い、外国語等の必修科目の一部では学習不十分な学生に対する補習と再試験を実

施している。 

音楽大学である本学の特徴の 1 つである術科（実技）試験は、実技専攻の学科ではセメスター

ごとに行い、それ以外の専攻・専修では年度末に行う。前期で 4 日間、後期は 4 年生の卒業試験

で約 12 日間、1～3 年生の在校生で約 14 日間を費やし、1 人の学生の演奏に対して、5 名以上の

教員によって、卒業試験の場合は 10 名前後の教員によって採点され、最高点、最低点をカットし

て平均点を出すという方法で評価している。作曲系の専修では、創作作品を提出し、譜面審査だ

けでなく、すべて演奏審査を行うが、これも複数の教員による審査が行われ、極めて公正に評価

が行われている。 

1 年間に履修登録することができる単位数の上限は、1～3年次については 44 単位までと定めて

いる。ただし、4 年次には適用しておらず、卒業要件外の教職科目、学芸員科目も対象外として

いる。この制度により、2007 年度の 1年次の平均修得単位数は 42 単位、2年次の平均修得単位数

は 39 単位、累計で 80 単位、3 年次の平均修得単位数は 33 単位、累計で 114 単位となっており、

安易な履修をさせず、履修した科目については着実な学修を行うという効果を上げている。 

GPA 制度の導入については、現在、教務委員会で検討しているが、まだ実施に至っていない。 

本学の留年基準は、当該年度の修得単位数が 0 単位の者、休学等により学年終了時の通算在籍

年数が規定年数に満たない者のほか、基礎課程終了時（2 年次終了時）に必修科目と基礎科目の

単位未修得科目数の合計が 11 科目以上の者、3 年次終了時に修得単位合計が 80 単位未満の者と

なっている。また、基礎課程終了時に必修科目と基礎科目の単位未修得科目数の合計が 7～10 科

目の者は仮進級扱いとし、3 年次からのコース履修を認めていない。このように、学年ごとに進

級を判定する制度を設けて、学生の学修の質を検証している。また、留年者、仮進級者だけでな

く、留年基準をわずかに上回って進級した学生についても、要注意者として抽出し、本人および

保証人（父母）に通知を送付して奮励を促すとともに、教授会に報告して、関係教員からの側面

指導も行っている。 

 

3-1-8 履修指導 

○学生に対する履修指導の適切性 

○留年者に対する教育上の措置の適切性 

●科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性 

【現状説明】 

2～4 年生に対する履修指導については、4 月の入学式の日に前年度の成績表と学生便覧やシラ

バスを配付し、オリエンテーション期間中に教務課員を中心に履修登録説明会を行っている。新
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入生に対しては、入学式の翌日に専攻別オリエンテーションを実施し、教員から、学科・専攻・

専修別に丁寧なカリキュラム説明、履修登録の方法の説明などを行い、さらに、別途質問者のた

めの相談コーナーも設置して対応している。3年次からのコース履修に向けては、2年生対象のコ

ース説明・相談会と、コースが決定した 3 年生対象の説明会を、それぞれコースごとに行ってい

る。また、実技科目については、レッスン担当教員と学生との顔合わせも兼ねた時間割を決定す

るレッスン打合せや、西洋古楽表現や日本伝統音楽表現の履修ガイダンスを行っている。教職課

程、学芸員課程などについても、オリエンテーション期間中に学年別の説明会を開催し、その年

次での必要事項が漏れないよう徹底を図っている。 

 留年者については、3 月の進級判定教授会の結果を受けて、学生本人と保証人に通知を送付し

ているが、その時点での個別相談に対応するとともに、3 月末に教務課員により個別の留年者ガ

イダンスを行い、今後の履修の方法・学習及び登録についての説明を行っている。 

 聴講生については、選考の際、教務委員会正副委員長との面接試験の中で、履修を希望してい

る科目と本人の学習歴との整合性を判定し、合否を決めている。 

 

3-1-9 教育改善への組織的な取り組み 

○学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカ

ルティ・ディベロップメント（ＦＤ））およびその有効性 

○シラバスの作成と活用状況 

○学生による授業評価の活用状況 

●卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

【現状説明】 

教育改善については、本学が 2004 年度からの新学科、新カリキュラム編成を行う際に、学科・

課程審議会をその 3 年前から立ち上げ、審議会の委員や各科目の担当者と教授会の間で何度も往

復して検討・協議が行われる過程で、教員の意識や考えが大きく変革された。従来、音楽大学は、

実技専門学校的な考え方や師弟関係の色合いの濃い環境があって、大学教育という学校システム

とにギャップがあった。一般の大学に比べてその特性が良い面として生かされる場合もあるが、

今日の「学士教育」「学部教育」という公共的、公正的であるべき厳しい状況を認識し、これらを

調整、勘案しながら今日的大学教育の課題に応えるべく、新カリキュラム、新教育の体制が整備

されたといえる。 

授業改善（ＦＤ）に関しては、教務委員会の取り扱いとなっている。まずは、学生による「授

業アンケート」を 2000 年度から一部の授業科目について導入し、2002 年度からは全科目・全授

業について実施している。アンケート結果は各教員にフィードバックされ、授業の内容・方法の

改善に活用されている。この結果を取りまとめた報告書は 2000 年度に 1回発刊した後、途絶えて

いたが、2006 年度分からは再び作成して公表している。学生に対しても、教務課または図書館で

閲覧できるようになっている。現在、教務委員会では、授業アンケートの項目を見直し、より正
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確で詳しいアンケートを工夫したり、その結果の考察、教員への改善への取り組みについて検討・

審議し、教授会で報告している。2007 年度分はアンケート結果を受けての取り組みをさらに前進

させるため、専任教員に「授業改善計画書」の提出を求め、アンケート結果とともに公表した（2008

年 10 月冊子にて公表）。  

また、2001 年度から年 2回の教職員研修会を行っており、外部講師による講話を聞くことから

スタートし、現在では本学理事長、学長の大学運営・教育にかかわる講話や、教員の同系科目担

当者、事務職員別の課題研究などの協議会（分科会）も開かれるようになり、ＦＤやＳＤについ

ての問題意識や関心も高まっている。これまでに行われた教職員研修会のテーマ等は次のような

ものがある。 

【表 3-2】 教職員研修会のテーマ一覧 

年度 開催日 教職員研修会のテーマ 

2001 2001/9/7 外から見た国立音大 

2001/12/13 高校現場で感じること、外から見た国立音大 

2003 2003/7/25 これからの大学の運営方針と新しい教育課程について 

2003/11/4 教職員の意識改革の現状と方策 

第三者評価について 

大学設置基準とその変遷の意味 

2003/12/18 新学科・課程の再確認～受験期を迎えて 

2003/10/30 大学教職員の意識改革～外圧か内発か 

第三者評価について 

大学設置基準とその変遷の意味 

2004 2004/10/28 大学の将来像と教育目標 

私立学校法の改正について 

第三者評価と教育目標 

2005/3/29 個人情報保護法とその対応 

新しく入学する学生の質は？～2006 年、2007 年問題を迎える時に 

FD、SD の必要性～多様化する学生への対応 

2005 2005/10/31 教職員の意識改革～大学を取り巻く最近の状況 

教職員の意識改革～大学改革のキーポイント 

2006/3/30 大学の教育力を考える～基礎課程と特色 GP 

2006 2006/11/6 大学の教育力を考える～その 2 現代学生気質と大学教育 

機構別ディスカッション 

2007/3/30 本学の現状と未来～格差・競争社会における大学と本学の在り方 

本学の現状と未来～自己点検・評価報告書（2005 年度）を受けて 
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2007 2007/11/5 本学の現状とこれからを再確認する 

法人経営から見たキャンパス像 

新教育システムの特色の再確認 

自己点検・評価の意味～本学のウリは何か？ 

2008/3/28 大学とは 

機構別ディスカッション 

 

さらに、教員同士の授業公開（ピア・レヴュー）も 2008 年度より開始され、本年度は 8科目の

授業が公開される予定で、授業改善に役立つものと期待される。 

シラバスの作成にあたっては、各科目の担当教員から提出されたものが基本となっているが、

全学共通の必修科目（ソルフェージュ、ハーモニーなど）については、学習の目的や授業の進め

方、授業を受ける心構え等を記載した頁を設けたり、外国語科目については、言語ごとに授業目

標や履修の進め方などの概要を示し、実技科目においては参考曲を提示している。冊子を全学生

に配布するとともに、ホームページ上でも掲載し、学生はその内容を見て履修科目の内容を理解

し、科目の選択に活用している。ホームページへの掲載は、高校の先生方や受験生に本学の教育

内容を知らせるという点でも活用されている。 

卒業生に対して、本学の教育内容・方法を評価させるシステムは確立されていないが、2008 年

3 月の卒業生が、新学科、新課程の初の卒業生であることから、卒業に当たって大学教育を振り

返ってもらうアンケートを実施した。その中には大学の施設・設備や事務職員の対応なども含ま

れている。回収率が 16.7％と高くはなかったが、回答が寄せられたものを見る限り、おおむね有

効または満足と受け止められ、大学の教育改革は一応の成功をみたと考えられる。しかし、まだ

十分とはいえない部分もあり、分析と考察をさらに進めるとともに、アンケートを継続実施して、

一層の教育環境全体の整備・改善に努めていく。 

【表 3-3】卒業生アンケート集計結果 

設問 評価（5点満点） 

基礎課程の学習内容（カリキュラム）の満足度 3.71 

グレード授業の有意義度 4.12 

専門課程の学習内容（カリキュラム）の満足度 3.89 

共通選択科目や教養科目の充実度 3.85 

コースの学習の有意義度 4.03 

教職課程や学芸員課程の履修の有意義度 4.11 

受験希望者に「くにたち」を勧めるか 3.88 

総合的満足度 4.36 
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3-1-10 授業形態と授業方法の関係 

○授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

○多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 

○「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制度の運用

の適切性 

【現状説明】 

授業形態は、【3-1-5 授業形態と単位の関係、単位互換・単位認定等】でも触れたように、実

技の個人レッスン、実技のグループ授業、実技を伴う演習授業、講義などで構成されている。か

つての1学年660人の定員から現在では1学年450人となり、2006年の学科課程の改革によって、

それぞれの科目に応じた人数、時間とで実施されている。レッスン時間の増加や少人数クラスは

理想であるが、経営面との折り合いからは現状での実施を続けながら、さらに有効な方法を探る

ことになろう。 

本学は音楽大学という特性から、ほとんどすべての学科教室にピアノとＡＶ機器が完備されて

いる。近年は、パソコンにも接続できるビデオプロジェクターが設置された教室も増えている。

音楽文化デザイン学科のコンピュータ系講義と演習では、コンピュータやデジタル機器を用いた

作品制作やプログラミングの技術修得も行われている。その他、3 年次からのコースのうち、作

曲応用コースやコンピュータ音楽コース、楽器製作・音響コースなどでは、音楽制作スタジオで

使用されているコンピュータやソフト、シンセサイザー、ＰＡなどを用いた実践的な授業を行っ

ており、学生の意欲を高めるとともに、卒業後に社会に出て役立つ内容となっている。 

「遠隔授業」による授業科目は現在行われていない。 

 

【点検・評価】 

教育効果を測定する方法、成績評価の方法、評価基準の設定、卒業生の質の確保などは、現状

では適切に実施されている。本学主催の演奏会の盛況も教育効果の成果といえ、満足できるもの

である。 

今後の課題としては、卒業生の進路に関することが挙げられる。演奏家や作曲家、音楽研究分

野などは、卒業してすぐ生活できる進路を得ることが困難な分野である。大学での成績が優秀で、

コンクールの入賞歴があったとしても、それがそのまま卒業生の自立した音楽活動にはつながり

にくい。音楽家として卒業後も勉学を続けたり、留学するなどの道を選ぶ者と、卒業後はすぐに

就職することを考えている者への、適切な進路に関する情報提供や指導が必要であると考える。 

学生による授業アンケートは、実技系科目の回収率が低いなど問題がないわけではないが、基

本的には支障なく順調に行われ、改善やその成果が徐々に見られつつある。今後、教務委員会の

小委員会等の検討を俟ってさらなる改善を図りたい。 

授業形態および授業方法は適切に行われていると考えている。いわゆるマスプロ授業はほとん

ど姿を消した。逆に、コース制の実施や学生の要望に応えるための授業科目によって、1 人でも
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履修登録のあった科目は実施するという手厚い対応になっている。 

 

【改善方策】   

卒業生の進路に関しては、卒業後の状況を把握することが難しくなってきている。卒業生の追

跡調査やその後の就職状況の把握が大きな課題であり、在校生へのきめ細かい指導と、卒業生か

らの情報提供の方法の確立が必要である。それによって、在校生の進路を見出す手立てとなる。 

ＦＤに関しては、授業アンケートおよび教員の授業改善計画書の提出と公表、授業公開などが

着実に行われるようになり、今後はこれらの内容・質の向上を図る段階といえる。特に授業アン

ケートの公表については、授業科目のカテゴリーのまとめ方や示し方、非常勤講師にも授業改善

計画書の提出を求めて公表していくなどの課題があり、2008 年度の報告書ではさらなる改善を検

討していく。 

大学全体の規模、教育目標や内容、現コース制の改善などを考慮し、学生および卒業生の声を

積極的に集める方法を工夫し、適切、有効な授業形態の実現を図っていく。 

 

（国内外との教育研究交流） 

3-1-11 国際化への対応等 

○国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

【現状説明】 

教育の国際化は、本学のような西洋音楽を主体とした大学では必須のこととなることから、さ

まざまな対応によってその実効を期している。従来から外国の著名な演奏家、音楽研究家を招い

ての公開レッスン、レクチャーなどは頻繁に開かれており、多くの学生が参加している（第 7 章

「社会貢献」参照）。 

留学生については実績が少なく、国際交流は十分といえない状況であった。そこで、2004 年度

に本学の音楽教育体制を国際的な標準から見直すことを目的に、現学長を座長とする教員 5 名、

事務職員 5名からなる「外国における音楽専門教育の調査」委員会を設置し、検討を始めた。2005

年度にはアメリカ、ドイツ、オーストリア、イギリス、フランス、イタリアの 13 の音楽大学等を

視察し、2007 年 3 月に「外国における音楽専門教育の調査～高等音楽教育機関における専門教育

体制および内容の国際比較(調査・研究)報告書」を刊行し、今後の国際化の推進を明確にした。 

その後、2006 年度には、ウィーン音楽・演劇大学との交換留学生制度が始まり、昨年度ウィー

ンからリトミックを専攻する留学生を迎えた。本年度は、声楽とピアノの大学院生が 2 名留学し

ている。西洋音楽を学修するという教育を中心とする本学にあっては、諸外国、特にヨーロッパ

からの留学生を受け入れるという実態は残念ながら少ないが、アジア地域からの留学生（委託生

を含む）については、2004 年度から 2006 年度に中国から 1名、2008 年度はシンガポール、韓国、

台湾から各 1名と少しずつ受け入れ始めている。 

また、2007 年 12 月には本学吹奏楽団が台湾を訪問し、演奏するとともに国立台湾師範大学の
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学生との交流を行い、大好評であった。これを機に国立台湾師範大学の学生が 2008 年 9 月に本学

を訪れるという交流機会を持った。その他、2008 年 7 月には英国王立音楽院およびギルドホール

音楽院の学生との交歓コンサートが本学で開催された。 

 

【点検・評価】 

 制度としての国際交流、単位互換などは緒に着いたところであり、十分とはいえない状況であ

るが、「外国における音楽専門教育の調査」を機に、徐々に国外との教育研究交流は進んできてお

り、基本方針と対応は適切であるといえる。 

一方、在学生、卒業生には海外でのコンクール入賞者も毎年数名はおり、この実績も着実であ

る。また、外国人留学生については、ここしばらくはアジア地域からの留学生に対して門戸を一

層広げる努力が有効と考えられるが、経済的支援の必要性も考慮しなくてはならない。 

 

【改善方策】 

 今後一層国際的な交流を深め、競争力をも身につけることが必要であり、引き続き国内外との

教育研究交流を活発化させていく。留学生の拡大のためには、住居の問題も含め、支援体制の充

実が必須となる。 

 

（通信制大学等） 

3-1-12 通信制大学の設置状況 

○通信制の大学・学部における、実施している教育の内容、方法、単位認定、学位授与の適切性

とそのための条件整備の適切性 

【現状説明】 

通信制大学は、本学には設置していない。 
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3-2 修士課程・博士課程・専門職学位課程の教育内容・方法 

 

【到達目標】  

 大学院においては、「専門領域の高度な技能・知識を持った人材を育成し、自らの演奏論、創作

理論を展開できる演奏家、創作者、および、高く国際的に意義のあるテーマを展開できる音楽学

者、音楽教育学者を育成する」という理念の実現を目指し、より専門性の高い、高度な教育を推

進する。 

・大学院修士課程においては、音楽の理論および実践の研究により、その深奥を究めて文化の進

展に寄与できる人材を養成する。 

・博士後期課程においては、自立した研究者・演奏家として高度な創造性を身につけるとともに

指導者としての力量も養う。 

・日本、アジア、世界のさまざまな音楽を理解し、幅広い視野によって日本における音楽文化の

独創的な展開を図り、文化的アイデンティティを意識した教育研究を推進する。 

 

 

（教育課程等） 

3-2-1 大学院研究科の教育課程 

○大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条、大学院設置

基準第 3条第 1項、同第 4条第 1項との関連 

○「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する

職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性 

○「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業

務に従事するに必要な高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程

の目的への適合性 

○学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における教育内容と

の関係 

○修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係 

○博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 

○博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 

○専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目的並びに専門職大学院固有の教育目標

との適合性 

【現状説明】 

本学大学院の理念は、学校教育法第 99 条、大学院設置基準第 3条、第 4条等の法令に則り、大

学院規則において、「音楽の理論および実践を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与す

ることを目的とする」と定めている。 
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また、修士課程においては、「広い視野に立って清深な学識と技術を授け、音楽の専門分野にお

ける創造、表現、研究能力またはこれに加えて高度な専門性が求められる職業等を担うための卓

越した能力を培うことを目的とする」とし、博士後期課程においては、「音楽の専攻分野について

研究者として自立して創作、表現、研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事

するに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を培うことを目的とする」と、同

規則において定めている。 

学部と大学院との関係については、2004 年度に学部の学科再編・カリキュラム改定を行ったこ

とに伴い、その卒業生が大学院に進学する 2008 年度に修士課程でも新しいコースの設置とカリキ

ュラム改編を行った。それに一歩先んじて 2007 年度からは博士後期課程が新設されている。これ

により、学部―修士課程―博士後期課程が一貫した理念のもとに教育・研究できる環境が整った。 

学部から修士課程、さらに博士後期課程への流れは次のようになる。 

 

音楽学部 大学院修士課程 大学院博士後期課程 

演奏学科 声楽専修 声楽専攻 声楽研究領域 

鍵盤楽器専修 器楽専攻 器楽研究領域 

弦管打楽器専修 

音楽文化デザイン学科 音楽創作専修 作曲専攻 創作研究領域 

音楽研究専修 音楽学専攻 音楽学研究領域 

音楽療法専修 

音楽教育学科 音楽教育専攻 音楽教育学専攻 音楽教育学研究領域 

幼児教育専攻 

以上のように、学部から修士課程へ、さらに博士後期課程へと領域および教育内容が一貫して

継続・深化されるよう構成されている。 

（１）修士課程 

音楽研究科修士課程は次のような専攻・コースで構成されている。 

 ・声楽専攻：オペラコース、歌曲コース 

 ・器楽専攻：鍵盤楽器コース、伴奏コース、弦管打楽器コース 

 ・作曲専攻：作品創作コース、音楽理論コース、ソルフェージュコース、コンピュータ音楽コ

ース 

 ・音楽学専攻：音楽学コース、楽器・音響コース、音楽療法コース 

 ・音楽教育学専攻：音楽教育学コース、音楽教育実践コース 

声楽専攻・器楽専攻・作曲専攻のカリキュラムは、それぞれ声楽演習、器楽演習、作曲演習と

いう実技（レッスン）が主体となるほか、オペラ研究、重唱研究、器楽研究、作曲法研究などの

専攻を深めるための演習授業と、修士論文に代わる研究報告を作成するための研究法Ⅰ、Ⅱが用

意されている。声楽専攻と器楽専攻は、2 年次に中間発表会を行い、研究報告を提出した後、修
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了演奏と最終試験によって学位が授与される。作曲専攻は、1 年次に中間発表会を行い、コース

によって研究報告または修士論文を提出した後、作品等の提出、作品演奏、最終試験を経て学位

が授与される。また、声楽専攻では2年生が中心となって10月には大学主催のオペラ公演があり、

一般公開され、歌曲コースではリートアンサンブル演奏会が行われる。音楽学専攻と音楽教育学

専攻においても、同様に、修士論文作成のための研究指導を受けるほか、専攻を深める研究法な

どの科目が開かれており、2年次に修士論文を提出し、最終試験を経て学位が授与される。 

全専攻に共通するものとして特色があるのは「テーマ別演習」で、大学院の教員が中心となっ

て学生とともに専攻を横断したテーマについて深く考察・研究するもので、2008 年度は「シュー

マン研究」「日本近現代音楽研究」「楽器メディア研究」の 3 つのテーマが設定されており、学生

がそれぞれ演奏面、創作面、研究面からアプローチして研究を行っている。また、選択科目とし

て「指導法」があり、高等教育の担い手としての素養を身につけ、音楽大学等、音楽の高等教育

機関で教える、指導することはどういうことかを理解させることを目的に、ＴＡになるための必

須科目と位置づけられている。さらに、音楽研究所で開講されている「プロジェクト」科目を選

択科目として履修できる。2008 年度は、バッハ演奏研究プロジェクトの「ピアノで弾くバッハ」

を 6名の学生が、「声楽作品の研究」を 4名の学生が、また、オペラ演奏研究プロジェクトの「プ

ッチーニ演奏法研究」を 10 名の学生がそれぞれ履修している。 

修業年限は 2 年間で、4 年を超えて在籍することはできない。修了要件としては、必修・選択

各分野の合計 30 単位を取得することが必要である。学位はいずれも修士（音楽）となっている。 

このほか、外部の講師を招聘して、公開レッスン、特別講義なども年間 3～5回程度開かれ、高

度な学びの場を提供している。 

（２）博士後期課程 

博士後期課程は、2007 年度からの開設であるため、現在は 2年次までの在籍である。音楽研究

専攻の中に、声楽、器楽、創作、音楽学、音楽教育学という 5 つの研究領域を置いている。各学

年の定員は 5名で、1・2年次とも 5名を充足し、現在 10 名の在籍となっている。 

博士後期課程のカリキュラムは、3年間に亘って研究指導を受けるとともに、1年次に、音楽研

究の基礎資料研究や研究方法論を総合的に修得し、研究テーマを確定するための「特別総合演習」

（必修）を履修し、音楽研究の基礎的素養を身につけるために、「音楽理論特講」「音楽美学特講」

「西洋音楽史特講」「民族音楽学特講」「日本音楽史特講」「音楽音響学特講」のいずれか 1科目以

上を選択必修で履修する。 

声楽研究領域と器楽研究領域では、1 年次と 2 年次に、研究テーマに基づき様々な様式・ジャ

ンルの作品やその作曲家・演奏法等について研究する「声楽領域研究」「器楽領域研究」をそれぞ

れ学ぶ。1年次と 2年次の終わりには研究コンサートに出演し、3年次には博士論文提出に併せて

修了リサイタルを行う。創作研究領域では、同様に「創作領域研究」を学ぶほか、1 年次と 2 年

次の終わりには作品発表会を開き、3 年次には博士論文提出に併せて修了作品演奏会を行う。音

楽学研究領域と音楽教育学研究領域でも同様に、「音楽学領域研究」「音楽教育学領域研究」を学
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ぶほか、1年次と 2年次の終わりには査読のある学術誌へ論文を掲載し、3年次には博士論文を提

出する。 

修業年限は 3 年間で、6 年を超えて在籍することはできない。修了要件としては、12 単位を取

得することが必要である。博士の学位は、声楽研究領域、器楽研究領域、創作研究領域が博士（音

楽）、音楽学研究領域が博士（音楽学）、音楽教育学研究領域では博士（音楽教育学）となってい

る。 

博士課程（一貫性）は設置していない。また、専門職大学院も設置していない。 

 

3-2-2 授業形態と単位の関係、単位互換・単位認定等、社会人学生・外国人留学生等への教育上

の配慮 

○各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の

妥当性 

○国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第

15 条） 

○社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

○連合大学院における、教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性 

○研究所等と連携して大学院課程を展開する「連携大学院」における、教育内容の体系性・一貫

性を確保するための方途の適切性 

【現状説明】 

授業形態は、修士課程、博士後期課程とも、実技の個人レッスン、作曲・創作の個人指導、研

究論文の個人指導のほか、各専門領域の授業、指導法や研究法の集団授業、共通選択科目の集団

授業等で実施されている。個別指導、少人数指導によって、きめ細かい指導が可能となっており、

各学生の意欲ともあいまって単位取得の学修・研究時間は十分確保されている。 

単位の計算方法は、多くは通年科目であり、専攻実技は 4 単位、その他の実技は 2 単位、講義

は 4単位、作品・論文指導は 4単位の設定になっている。 

国内外の大学院との単位認定や入学前の既修得単位認定は現在では行っていないが、ウィーン

音楽・演劇大学との交換留学生制度が始まり、2008 年に本学から博士後期課程の 2名がウィーン

に留学したため、留学終了後、学修内容・授業内容が明確になった時点で単位認定を検討するこ

とになる。 

社会人、外国人留学生は現在、該当する学生がいない。 

 連合大学院、連携大学院は設置していない。 

 

【点検・評価】 

修士課程は設置以来 40 年余りを経過したが、基本的な考えには変りなく一貫して優秀な音楽家、

音楽教育家の人材育成を行ってきており、実際、この間多くの逸材が特に演奏分野から輩出され、
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我が国の音楽界で活躍し、実績を挙げてきている。また、音楽学、音楽教育学でも大学教員、音

楽研究家、学校の音楽教員として活躍している人材も多いことから、本学大学院の教育目的およ

び教育内容の適切性、妥当性は十分評価できる。修士課程の一部改編でコース制を取り入れ、専

門分野を明確にしたことと、2007 年度からの博士後期課程の設置により、一層高度で専門的な実

践者、研究者を育成する環境が整ったことも、自負できることである。  

 

【改善方策】 

 修士課程のリニューアルと新たな博士後期課程の立ち上げをより良く進めるために、教育研究

に全力で当たるとともに、きめ細かな検証と見直しによって、有効な課程となるよう不断の努力

が必要である。2009 年度の博士後期課程修了生の成果が待たれるところである。 

 

（教育方法等） 

3-2-3 教育効果の測定 

○教育・研究指導上の効果を測定するための適切性 

【現状説明】 

修士課程の声楽専攻、器楽専攻においては、2 年次 7 月に中間発表会（演奏）があり、修了時

には修了演奏と研究報告提出がある。作曲専攻は 1 年次の終わりに中間発表会を行い、修了時に

は作品提出と研究報告（または論文）提出がある。その他の専攻では、2 年次修了に当たって修

了論文の提出となる。声楽専攻、器楽専攻、作曲専攻では実技の授業のほか、研究報告作成のた

めの授業もあり、これには音楽学の指導教員が、各学生の演奏研究に即したテーマを設定し、別

途に指導している。特に、声楽のオペラコースにおいては、大学院のオペラ公演が大学の定期演

奏会として本学講堂（大ホール）で毎年上演され、一般公開であることから、その成果、評判は

そのまま教育の効果測定として受け止めることができる。ここ数年のオペラ公演は 2 日間ともほ

ぼ満席の状況で、学生が極めて高い水準で上演できることに大変高い評価を受けている。なお、

オペラ公演のオーケストラは学部の学生によるものである。 

その他の専攻では、研究論文指導が中心となるが、それぞれ 2 年次に中間報告を公開して、研

究の内容・方法に関する助言を得る機会を設けている。 

 

3-2-4 成績評価法 

○学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

○専門職学位課程における履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

【現状説明】 

学生の成績評価は各担当教員が学科の授業科目については責任を持っているが、修了演奏につ

いては 10 名前後の教員が審査に当たる。修了論文については、大学院担当教員が関係分野の審査

に各 4 名以上であたり、成績評価は合議のもとに行われる。成績評価基準は学部と同様、AA：90
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点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上で、ここまでを合格とし、D：59 点以下は不

合格である。 

 修士課程の修了要件単位は30単位であるが、意欲的な学生は1年間で24単位くらいを取得し、

2 年次は修了論文、演奏のみを残すということもしばしば見られる。その場合も、聴講のような

形で単位とは別に授業を受けていることも多いが、積極的な学修姿勢として認めている。 

修了に当たっての成績評価および学位の授与に関しては、いずれの専攻、研究領域においても

複数の教員および必要に応じて外部の有識者を交えて厳しく公正な審査が行われたのち、さらに

大学院の授業担当専任教員からなる大学院委員会での承認を得ることとなっている。 

 なお、修士課程、博士後期課程のいずれも、すぐれた研究業績が認められた場合は、在籍期間

を短縮できる規程を定めている。 

 専門職学位課程は設置していない。 

 

3-2-5 研究指導等 

○教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 

○学生に対する履修指導の適切性 

○指導教員による個別的な研究指導の充実度 

●複数指導性を採っている場合における、教育研究指導責任の明確化 

●研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 

○医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し、病院内外でなされる教育・研究指導とこれを

支える人的、物的体制の充実度 

○医学系大学院における臨床系専攻の学生について、臨床研修と研究の両立を確保させるための

配慮の状況とその適切性 

【現状説明】 

履修指導に関しては、教務課の大学院担当の職員から必要事項等のガイダンスを受けるととも

に、担当教員との面談によって履修に関する指導を受けている。大学院レベルでは、学生自身が

学修の意義、自分にとって必要な内容や授業、必要な学習時間などを理解していることがほとん

どであるため、履修指導の時点ではこれで十分であり、あとはその都度の担当教員との相談・指

導によるものとなっている。 

指導に関する責任体制としては、演奏系、作曲系の専攻・研究領域に関しては、実技の専攻を

指導する教員と、論文作成の指導を行う音楽学の教員とが連携して総合的に研究指導を行う形に

なっている。 

指導担当教員は、学生が入学時に希望教員を申し出て、自分の学修・研究にふさわしい教員の

指導を受けることができるので、変更希望は通常では起こらない。 

医学系大学院は該当しない。 
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3-2-6 教育・研究指導の改善への取り組み 

○教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベ

ロップメント（ＦＤ））およびその有効性 

○シラバスの作成と活用状況 

○学生による授業評価の活用状況 

●修了生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

【現状説明】 

教育・研究改善指導への取り組みについては、大学院委員会と大学院運営委員会の審議事項に

ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）を位置づけ、鋭意推進を図っている。学部の項でも

記載したように、年 2 回実施されている教職員研修会は全学的な取り組みで、大学院担当教員も

参加している。さらに、授業公開（ピア・レヴュー）は 2007 年度より開始され、全専攻から 7科

目の公開授業を実施した。2008 年度も 7科目の授業公開が予定されている。 

また、大学院生の授業アンケートは行っていないが、2002 年度に大学院教育の改善を検討する

べく、修了生へのアンケートを実施した。個人的な指導機会の多い大学院では、個々の教員の指

導に関わる回答は得られにくく、在学中のアンケートは実施しにくい。 

シラバスに関しては、カリキュラム改定に合わせて、2008 年度よりすべての科目について作成

するようになった。同時に、ホームページでも公開して、学生の利用に供している。 

 

【点検・評価】 

大学院の教育・研究に関しては、新たな立ち上げを行ったところであり、現段階では、今後の

動向を検証しつつ、改善を図っていくというところである。 

大学院の教育・研究指導は、学生個々の意欲と判断、実行によることが多いが、主たる研究分

野・テーマに関しては個別の指導が多いことからその充実が求められる。現在では、教育・研究

の推進状況および履修指導が円滑に行われており、適切と判断している。中間発表、修了演奏、

修了作品・論文審査などが複数の教員による合議制をとっているため、客観性も確保でき、指導

内容・方法に関する協議も可能となっていることから、十分妥当なものといえる。 

本学は学部の教員が大学院でも指導している場合が多いため、ＦＤに関しても教員の関心・意

識は十分高まっており、授業公開なども無理なく実施が始まった。学生からの授業評価アンケー

トは行っていない。本学の院生数が少なく、個人指導または少人数クラスのため、十分な意思疎

通は図れていると考えているためでもあるが、表面には出ないものもあると考えられるところか

ら、少人数なりの方法を工夫して実施できるよう検討すべきであろう。修了生からの評価も継続

的な実施が必要である。 

シラバスは毎年公表し、学生の参考に供している。ただし、内容の記述に不揃いが見られるこ

とから、改善が必要である。しかしながら、大学院での研究・教育は 1 回や 1 週ごとに内容を細

かく区分できないことも多い上、専攻によっても状況がそれぞれ異なっていて、一様の記述は困
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難なものもあり、今後の検討事項である。 

学部においては 2007 年度から卒業生の大学教育へのアンケートを開始した。それに合わせて大

学院でも取り組む意義は大きく、ＦＤ担当の大学院運営委員会を中心に今後検討していく課題で

ある。 

 

【改善方策】 

現状では特に改善の必要は見られないが、教育課程、教育内容を改定したことから、新たに設

定された授業を含め、さらに慎重な検証をして必要な改善を図る。 

また、複数指導体制をとった場合の教員間の連絡、意思の疎通などは、学生を混乱させないた

めに、一層の配慮のもとに行われることや、また、個人指導が強い結果として、閉ざされた学修・

研究とならないような配慮も必要である。 

教育・研究の遂行上での大きな改善は現状では特にないが、点検・評価でも記したように、シ

ラバスをもう少し丁寧に、統一感のある記述にすることは、担当教員に依頼して可能な範囲で広

げられることから、実施していく。在校生の授業アンケートおよび修了生へのアンケートについ

ては、ＦＤ担当の運営委員会を中心に早急に検討する。 

 

（国内外との教育研究交流） 

3-2-7 国際化への対応等 

○国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

●国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 

●国内外の大学院との組織的な教育研究交流の状況 

【現状説明】 

本学の大学教育の意義を考えたとき、国際交流は不可欠と考えられる。その意味で大学の体制

としても推進を図っているところであるが、現状では大学院独自での国内外との研究交流は実施

されていない。学部を含めると、2006 年に提携したウィーン音楽・演劇大学との交換留学生制度

があり、2008 年度に大学院の学生を派遣している。また、コンピュータ音楽の分野を中心に、デ

ンマーク、スペイン、イギリスから、短期間ではあるが委託生を受け入れている。 

一方、視点を変えてみると、本学の教員のほとんどはその専門性から、海外での留学、演奏（作

品発表含む）の経験者が圧倒的に多い。したがって海外の事情に関しては常に十分な情報は入手

できていることに加えて、教員の研修制度によって、短期・長期の海外研修も認められている（第

6章「研究環境」参照）こともあり、教員レベルの教育研究交流は評価できる状況にある。 

これに対して、学生へのこのような機会や場の提供は若干少ないとの反省はあり、現在それら

の方策を検討している。 

なお、国内においては、音楽関連の学会や研究会の全国大会、地区例会などが本学においても

積極的に行われており、大学院生が運営補助や発表に参加している。もちろん本学以外の大学で
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の大会などにも参加や発表を促し、大学院在学生の発表、修了生の発表も見られる。 

 

【点検・評価】 

国際レベルでの教育研究交流、国内外の大学院との交流などは、制度としては実施されていな

かった。この点では明らかに立ち遅れているといわざるを得ない。数年前に本学で独自に設定し

て外部評価を受けた際にも、この点が指摘された。そこで、2006 年度に海外の芸術系大学 13 大

学を視察訪問し、国際的なレベルの確認を行うとともに、その結果を「外国における音楽専門教

育の調査」報告書としてまとめ、その後、ウィーン音楽・演劇大学との交換留学生制度が発足し

た。 

海外で行われるコンクール、国内でのコンクールへの出場や入賞は、広い目でみれば国際レベ

ルや国内外での研究交流とも考えられる。これらの出場者、入賞者は例年海外では 10 名前後、国

内では 50 名近くもおり、着実に実績が上がっている。ただし、これらのコンクールの中には水準

にばらつきのあるもの、出場者が少数と思われるものも含まれていることもあり、入賞者の数の

みでは質的な実績の判断が難しいところである。 

 

【改善方策】 

教育研究の国際化、国際競争力の強化は、本学にとっても重要な課題と受け止めている。今後

は、海外の音楽系大学との交流、国内外の大学院との交流について、現時点で可能な方策を探り、

拡充を検討し、一刻も早く実現するよう取り組んでいる段階である。 

 

（学位授与・課程修了の認定） 

3-2-8 学位授与 

○修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 

○学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 

○法令上の規定や当該専門職大学院の教育目標と、修了認定に必要な在学期間および修得単位数

との適合性 

○標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措置の適切性、妥当

性 

○通信制大学院における、教育研究指導方法・単位認定・学位授与の適切性とそのための条件整

備の適切性 

【現状説明】 

修士課程と博士後期課程の学位授与については、本学学位規則の中で定められている。学位の

授与方針・基準は、本学の人材育成の目標に従って、音楽学および音楽教育学においては研究者

としての能力を判定し、演奏系および創作系においては演奏者・創作者としての能力に加え、演

奏・創作面を研究する課題研究能力も併せて判定している。 
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学位論文の審査にあたっては、大学院委員会がその審査を依頼され、研究分野担当の教授およ

び関連分野担当の教授のうちから、大学院委員会において選出された 3 名以上の審査委員をもっ

て審査委員会を立ち上げる。他大学等の外部の教員等の協力を得るべく、外部委員を加えること

もできるとしている。 

修士課程では規定単位の取得と中間発表、および修了演奏・作品・論文によって審査している。

それぞれが主査を含めて 4 名以上の教員による審査を受ける。特に演奏の各専攻では主査を含め

て 6名～10 名以上の審査員となるほか、研究報告（論文）の審査も行われる。それらの成績は教

員が閲覧することもでき、透明性は確保されている。また、その結果は大学院担当専任教員によ

る大学院委員会における、成績内容の発表とその承認を必要としていることから、透明性、客観

性、厳正さは十分保障されているといえる。 

修士課程の学位授与状況は、【基礎データ（表 3）】のとおり、2007 年度は 22 名となっている。 

なお、修了年限以前の修了認定については、本学大学院規則において、「優れた業績を上げたと

大学院委員会が認めた者については、大学院に 1年以上在籍すれば足りるものとする。」（第 15 条）

と定められているが、未だ該当者はいない。 

博士後期課程については、2007 年度に設置したため、まだ修了該当者がないことから、具体的

には未実施であるが、ほぼ修士課程に沿った形で、修了審査には特定分野の専門家を外部審査委

員として加えて実施することとしている。さらに、博士の学位を受けた者については研究内容（論

文および演奏）について、その成果を公表することを義務付けている。 

専門職大学院、通信制大学院は設置していない。 

 

【点検・評価】 

学位授与・課程修了の認定については、修士課程では現状において、特に問題もなく順調に遂

行されている。 

博士後期課程については、完成年度に達していないため、現段階での評価はできない。 

 

【改善方策】 

修士課程の新たなコースとカリキュラム改編の結果と、博士後期課程の完成を待って、一層充

実した教育内容・方法を探っていくことになる。 
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４ 学生の受け入れ 

 

4-1 学部等における学生の受け入れ 

 

【到達目標】 

学生の受け入れについては、本学の教育に相応しい学力と意欲を有した学生の確保に努めると

ともに、入学生数についても一定数以上の確保に努める。そのために、入試機会の拡大や入試制

度の検証等も推進していく。 

・本学の理念・目的・教育目標に共鳴する受験生を確保するために、入学試験の多様化と入試機

会の拡大を図る。 

・受験生や高等学校に対して、本学の理念・目的・教育目標および入学者受け入れ方針の周知を

図り、入学者の質の維持・向上につながる有効な学生募集を実施する。 

・公正で透明性の高い入試制度を運営し、本学の社会的な信頼の向上へとつなげる。 

 

 

4-1-1 学生募集方法、入学者選抜方法  

○大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用している

場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

【現状説明】  

学生募集のために行っている広報活動には、印刷物の配布（大学案内、入試要項、情報紙『カ

リヨン』等）、学内見学会（オープンキャンパス）、地方都市で開催する進学ガイダンス、高校訪

問、高校で開催する説明会への参加や出張講義、大学見学者の案内、受験準備講習会、ホームペ

ージ、メールマガジン（カリヨン@Web）がある。 

2007 年度の実績は、下記のとおりである。 

・大学案内 19,000 部印刷 

・入試要項 13,000 部印刷 

・カリヨン 4 月号：17,000 部印刷 9 月号：19,000 部印刷 

・学内見学会 2 回（春・秋）  参加者：春 346 組、秋 525 組 

・高校訪問 59 校 

・高校説明会・出張講義・レッスン等 15 校 

・進学ガイダンス 3 回（浜松、岡山、福岡）  参加者：浜松：34 組、岡山：19 組、 

福岡：21 組 

・受験準備講習会 2 回（夏・冬）  参加者：夏期：684 名、冬期：705 名 

・メールマガジン 11 回発信（対象：指導者、その他希望者 約 2000 件） 
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受験準備講習会は、音楽大学特有のもので、音楽大学へ進学を希望する高校 1 年生以上を対象

とし、約 1 週間にわたり実技レッスンや講義を受けることができ、自分自身の力を知るとともに

教員からアドバイスを受けることができるものである。また、大学を訪問することにより、大学

の雰囲気、施設・設備、環境なども直接知る事ができる。 

本学では各学科・専攻・専修を受験する時の入試方式を入試型と呼び、入試型ごとに入試科目

および判定方法を設定している。演奏学科の入試型に声楽型、ピアノ型、オルガン型、電子オル

ガン型、弦・管・打楽器型、音楽文化デザイン学科の入試型に作曲型、コンピュータ音楽型、音

楽学型、音楽療法型、音楽教育学科の入試型に音楽教育型、幼児教育型を置いている。 

入学者選抜方法には、一般入試、指定校推薦入試、附属推薦入試、編入学、外国人留学生入試

の 5種類の制度があり、それぞれ以下のように実施している。 

（１）一般入試 

学科・専攻・専修の教育目的や特性に応じて各入試型に入試科目や入試課題、配点、試験時間、

判定方法等を設定している。合否判定は、各入試型がもっとも重視する科目群（専攻中心）の軸

と、それらを除いた科目群の軸を設け、その合計点で決定される。すなわち、両軸にボーダーラ

インを設けてその上位者を合格としている。 

一般入試による入学者は全体の 65～70％を占める。 

（２）指定校推薦入試 

本学における学修に積極的に取り組む熱意ある人材を、指定校から推薦してもらう制度であり、

本学で音楽を学ぶことを切望する優秀な学生の確保を目的としている。毎年 11 月末に専攻実技試

験および面接試験を実施し、12 月初旬に合否発表を行っている。 

指定校は、過去数年間におよぶ現役受験生の合格者数に基づいて実績のある高校を全国から 50

数校選出し、各校に人数枠を設けている。募集の対象は従来、声楽、ピアノ、弦楽器、音楽教育

に限定していたが、2009 年度入試から対象枠を拡大し、オルガン、電子オルガン、一部の管楽器、

音楽学、音楽療法、幼児教育の募集を加えた。定員が少なく一般入試を圧迫する恐れがある学科

専攻については、指定校推薦入試を実施していない 

（３）附属推薦入試 

本学の附属高校には音楽科と普通科があり、音楽科からは全ての学科へ、普通科からは音楽文

化デザイン学科（作曲型を除く）と音楽教育学科への入学を受け入れている。附属推薦により、

毎年 100 名近く入学者があり、全体の 20～25％を占めているが、ここ数年は附属高校の在籍者数

の減少により、入学者数も徐々に減少している。推薦の判定は高校側で行うが、高校に専攻を置

いていない、もしくは選考が難しいオルガン、電子オルガン、コンピュータ音楽、作曲、音楽学、

音楽療法、音楽教育、幼児教育については、大学側で審査を行い、その結果が判定に反映されて

いる。 

（４）編入学 

制度としてはあるが、現在は募集していない。 
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（５）外国人留学生入試 

2008 年度の外国人留学生の在籍者数は 2名である。本学には外国人のために日本語教育を行う

システムがないため、入学者には学習に支障のない程度の日本語能力が求められる。入試では一

次選考で日本語能力を測り、合格者のみ二次選考を受験することができる。2007 年度より一次選

考の日本語は、日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語)から本学独自の試験に切り替

え、小論文や口頭試問によって審査を行っている。二次選考は一般入試期間中に、一般入試と同

じ専門科目の試験と面接試験を実施している。 

 

4-1-2 入学者受け入れ方針等  

○入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

○入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

【現状説明】 

本学では、「自由・自主・自律の精神を以て良識ある音楽家、教育者を育成し、日本および世界

の文化の発展に寄与する」ことを基本理念・教育目標として掲げており、このことを達成するた

めの入学者受け入れ方針を定めている。2008 年度の入試要項には、「高い目標をもち、自らの能

力を常に高め、新たな可能性に積極的に挑む学生、専攻の基礎能力をしっかり身につけ、基本的

な学力・理解力をもち、意欲的に勉学に取り組む学生」を求めており、そのために入学試験にお

いて「専攻の試験はそれぞれ、1・2年の基礎課程の専門科目を履修できる基礎能力を測り、共通

科目は基本的な学力・理解力を測る」という具体的な入学者受け入れ方針を明記している。 

各学科の受け入れ方針は以下のとおりである。 

（１）演奏学科 

声楽、鍵盤楽器、弦管打楽器等、それぞれの分野においてプロ養成を見据えた高度な表現能力

を身につけるための指導を展開する。そのため、基礎的なテクニックを身につけ、将来豊かに音

楽を成長させる可能性を持った人材を求める。 

（２）音楽文化デザイン学科 

音楽創作、音楽研究、音楽療法という幅広い分野を「音楽文化」という領域で捉え、幅広く総

合的に学ぶ可能性を提供する学科である。知的好奇心や創作、研究意欲を持つ多様な人材を求め、

入試では 4つの入試型を設定している。 

（３）音楽教育学科 

学校の音楽教員をはじめとし、広く音楽を指導する人材養成を目指す。音楽教育専攻では音楽

能力の向上と人間としての総合力を養うことを教育目標としている。明朗で向上心のある人材を

求め、入試では音楽実技の基礎的能力と考える力を均等に重視している。幼児教育専攻は音楽性

豊かな幼稚園教諭の養成を目指す。子供が好きで教育の根本である人との関わり合いのできる素

養を身につけた人材を求め、入試では、音楽関係科目と学力を均等に重視している。 

これらの入学者受け入れ方針は本学の基本的理念に基づいたものとなっており、その方針に沿
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って学習意欲の高い学生の募集に努めている。これらは入試要項等に掲載し、受験生への周知を

図っている。さらに各学科の入試型において、試験課題の出題意図の明示を進めており、受け入

れ方針をより具体的なものにしている。 

各入試型の専攻試験（課題曲等）は、入学後の専門科目を履修できる基礎能力をはかるために

各専門の教員によって審議されるため、入学後のカリキュラムにも直結している。また、国語、

外国語だけでなく、音楽の基礎能力を測る共通科目としての楽典等の入試問題についても、実際

に学生の授業を担当している教員が、受け入れ方針とカリキュラム双方を熟知した上で作成して

いる。 

2008 年度入試からは、教育内容やその趣旨をより明確に表現する目的で、音楽デザイン型から

コンピュータ音楽型への名称変更と、音楽教育型の判定方法の変更を行った。 

 

4-1-3 入学者選抜の仕組み 

○入学者選抜試験実施体制の適切性 

○入学者選抜基準の透明性 

○入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 

【現状説明】  

 大学入試全般に関する管理運営は、学長が機構長を務める入学運営機構が行っている。入学運

営機構は、入学運営機構会議と入学実務委員会から成り立っており、前者は入試制度や選抜方法

など入学に関わる基本的な事項を審議決定し、後者は入学運営機構会議で審議決定された基本方

針に基づいて入学試験の実施および学内見学会、進学ガイダンス等の実務を行っている。入学試

験科目、日程、判定方法等については学長の諮問組織である入学試験委員会が審議している。こ

の委員会での審議内容は入学後の教育内容とも密接に関わるため、学務機構の正副機構長、科目

会の正副代表が主な構成員となっている。全ての組織の運営事務には、一貫して学務部入学セン

ターがあたっている。   

入試期間中は入試本部が設置され、入学実務委員を中心に全学的な体制で実施にあたっている。

入試本部における各委員の役割分担および運営の細部については、入学実務委員でもある入試委

員会委員長を中心に、事前に調整確認した上で業務にあたり、緊急の問題が生じたときは、入学

運営機構長（学長）が最高意思決定者となり対応にあたっている。 

入学者選抜基準は入試委員会で原案を作成し、教授会の審議を経て決定される。合否判定方法

は大学案内や入試要項に明示し、説明会等においても受験生に周知している。 

入学者選抜の公正性を確保するために、本学の実技試験では、複数の教員が審査にあたり最高

点と最低点を除外した上で平均を取り、判定を行っている。得点の集計および合否判定はコンピ

ュータによって処理されるが、その結果は複数回にわたって人の手で検証されている。また、判

定資料もコンピュータ処理による得点分布表を用いて行うため、受験生が特定されることなく、

極めて公正な判定をしている。判定の結果、不合格であった者に対しては、全員に成績概要を通
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知している。合否判定方法のみでなく、入試志願者数、受験者数、合格者数、合格者最高点、平

均点等も入試後にいち早くホームページなどで公開されている。 

  

4-1-4 入学者選抜方法の検証 

○各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

【現状説明】 

毎年 6月に、学務機構長により選出された各科目の入試問題責任者が集まり「出題責任者会議」

を開催し、過年度の入試問題の反省、平均点等データの分析、出題に関わるスケジュール等を確

認している。作成された試験問題はその後、入学実務委員により構成される「入試問題調整検討

会」において二度にわたって内容をチェックし、文章表記や書式の統一を図っている。さらに入

試判定の教授会では、各科目の責任者が成績分布等のデータをもとに、受験生の動向と結果を報

告する機会を設けている。 

 

4-1-5 入学者選抜における高・大の連携 

●推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

●高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

【現状説明】 

推薦指定校との関係については、入学者の成績追跡調査報告や、毎年の高校訪問を通して常に

情報交換をしている。また、高校での公開レッスンや実技指導にも積極的に教員を派遣している。

さらに、附属高校との関係については、附属高校教員を対象とした説明会、生徒および保護者を

対象にした「附属ガイダンス」、附属学校長連絡会や高大接続会議等を行うことで適切な関係性の

維持に努めている。 

指定校推薦入試の合格者は、先に述べたように 12 月初旬には結果が出るため、入学までの期間

に学習課題を与えレポートを提出させている。複数の課題の中から各自が選択して学習するよう

になっており、高校の実情に配慮し提出は義務付けていないが、例年 6 割強の生徒が提出してい

る。提出されたレポートは教員がチェックし、コメントをつけた上で返却している。 

高校生に対しては、年 2 回の学内見学会、地方での進学ガイダンスの開催、公開レッスン、出

張講義、高校訪問の実施、進路相談会への参加、見学者への対応、夏期および冬期受験準備講習

会の実施などを行っている。受験準備講習会は、受験生が自身の専門実技のレベルを知り、個人

的な指導を受けることができる貴重な機会となっており、本学では 50 年以上の歴史を持っている。

これらの行事については、大学案内、情報紙『カリヨン』、ホームページ、メールマガジン、音楽

雑誌への広告等で情報を提供している。 
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4-1-6 科目履修生、聴講生等 

●科目等履修生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 

【現状説明】 

本学では「国立音楽大学科目履修生規程」に基づき、次の 3 種類の科目群を履修できる科目履

修生制度を設け、試験による選抜により学士の学位を有する者の在籍を許可している。いずれも、

履修した科目の単位の認定を行う。 

（１）コース設定科目 

（２）教育職員免許状取得に必要な教科科目および教職科目 

（３）学芸員の資格取得に必要な科目 

コース科目としては、学部 3・4 年生に開講している専門課程選択科目（34 コース）をアドヴ

ァンスト・コースとして、さらに、これらのうち 6 つのコース（オペラ・歌曲・鍵盤楽器・弦管

打楽器ソリスト、アンサンブル・ピアノ、作曲家）には上級アドヴァンスト・コースを設定して

おり、学部卒業後さらに専門的に学びたい者を対象としている。 

また、学部学生が卒業要件外の資格取得科目として選択している教職課程科目と学芸員課程科

目は、それぞれの課程未修者へ門戸を開き、フォローする制度となっている。なお、学芸員課程

科目については、博物館実習の指導上、本学卒業生の受け入れのみとしている。 

一方、「国立音楽大学聴講生規程」により、学部学生に開講している共通選択科目の中から本学

が提示する科目のうち 8 科目までの履修を認める聴講生制度を設け、試験（書類審査および面接

審査）による選抜により学部受験資格を有する者の在籍を許可している。なお、履修した科目の

単位の認定は行わない。 

さらに、「国立音楽大学国内委託生規程」により、現職教員を中心に、派遣元が公的機関の派遣

生を受け入れる委託生制度を設けている。近年は音楽療法や音楽教育の学修を目的とする委託生

が多く、1 年間の期間で派遣されてくる。必要な科目を複数履修することができるが単位の認定

は行わない。 

いずれも、学部生の履修に支障のない範囲で受け入れ、社会人への学習機会の場を提供する機

能を果たしている。 

 

4-1-7 定員管理 

○学生収容定員と在籍学生数、（編）入学定員と（編）入学者数の比率の適切性 

○著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

【現状説明】 

2008 年 5 月 1 日現在の学部の収容定員は 1800 名、在籍学生数は 1955 名で、比率は 1.09 とな

っている。 

過去 5年の入学定員に対する入学者数比率の平均は 1.12 となっている。入学定員は長い間 660

名を保ってきたが、2002 年度より段階的に削減し、2004 年度からは 450 名としている。これは入
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学者の質を維持するという目的である（【基礎データ（表 13、14）】参照）。 

過去 6年間の入学者の推移は下記の表のとおりである。 

【表 4-1】 入学者の推移 

 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 

一般入試合格 455 424 411 397 380 389

指定校推薦入試合格 55 39 51 31 41 41

附属推薦入試合格 145 134 136 122 99 90

外国人入試入学 0 0 1 0 0 1

合格者計 655 597 599 550 520 521

入学辞退者 43 50 53 68 56 51

入学者合計 612 547 546 482 464 470

入学定員 560 450 450 450 450 450

超過率（％） 1.09 1.22 1.21 1.07 1.03 1.04

 

合格者の人数については、入試委員会、および入試判定教授会において定員を十分考慮した上

で確定しており、定員を著しく超過もしていないし、欠員も生じていない。 

 

4-1-8 編入学者、退学者 

○退学者の状況と退学理由の把握状況 

【現状説明】 

退学者数の推移は、2005 年度 35 名、2006 年度 27 名、2007 年度 21 名と減少している（【基礎

データ（表 17）】参照）。退学者の学部在籍者に占める割合は 2％未満と非常に少ない。2004 年度

にカリキュラム改編を行い新入生への導入教育として 1 年次必修科目に「基礎ゼミ」を設定し、

授業開始前のオリエンテーション期間の約 1 週間に開講しているが、これにより早期の退学者を

食い止めることができているといえる。 

退学理由は、大半が「他大学への入学」「進路変更」「経済的理由」であり、その他に「学業に

ついて行けない」「健康上の理由」等がある。退学を願い出た学生に対しては、教務課で必ず個別

面談を実施しているため、退学理由は全て学務部教務課で把握している。 

 

【点検・評価】 

学生募集のための広報活動は、高校生や指導者に本学への理解を深めてもらうために多様な活

動が行われている。大幅な学科再編、カリキュラム改編を行った 2004 年度以降は新しい教育シス

テムの魅力をいかに広く浸透させるかを課題として広報に取り組み、大学案内紙面の充実、ホー

ムページでの広報、学内見学会でのプログラムの工夫、高校による説明会の参加要請への対応な

ど、あらゆる機会、メディアでその教育の成果を積極的に示しており、一定の成果を残している。 
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指定校推薦入試は、いわゆる青田買い的に学生数を確保するのではなく、推薦入試であっても

厳しい審査基準を設けて合否を決めている。これにより入学者の水準を一定に保っている点は高

く評価できる。また、推薦指定校への成績追跡調査報告や高校訪問等の取り組みにより、指定校

とは相互の信頼関係を保つことができている。特に本学教員による実技指導は、本学の教育を実

感してもらう良い機会となっている。さらに、各校の状況から人数枠や指定校そのものの見直し

を毎年行うことで適切な選抜を維持している。ただし、高校によっては音楽科を中心に生徒募集

に苦慮している現状も見え始めているため、今後この制度を維持していくために、普通科も視野

に入れた何らかの方策が講じられる必要もある。 

附属推薦入試では、専門的な教育を受けた学生を安定して受け入れており評価できるが、近年

進学者数が減っている。 

大学主導で、高校側から依頼される説明会や出張講義、公開レッスン等への教員派遣に積極的

に応じているが、本学教員のレッスンにより高校生が本学への進学を強く希望するようになるな

ど、これらの行事が高校生の進路選択の動機付けとなっていることは高く評価できる。高校訪問

の機会を増やし、学内見学会では新企画の演奏クリニックをはじめ、さらに中高生を対象にした

吹奏楽ワークショップを開催するなど、高校生や指導者に本学への理解をより深めてもらえるよ

う努めている。 

 入学試験委員会の正副委員長は、入学運営機構会議および入学実務委員会の構成員も兼ねるた

め、大学入試の管理運営に関わる 3 つの組織は互いに密な連携が取れており、適切に運営されて

いる。 

入学試験の実施にあたっては、試験委員が不足気味であるが、この理由には専任教員の減少と

いうことだけでなく、個別の実技試験を行っているため、専攻（楽器）ごとに複数の教員が必要

になるという音楽大学の特殊性がある。 

現在実施している選抜方法により、現時点では適正な入学者数を確保し、質的な維持も図られ

ている。しかし、学科別に見ていくと入学定員に満たないところもあり、楽観を許さない状況で

ある。 

 

【改善方策】 

今後も引き続き、本学の理念・目的、入学者受け入れ方針等を明示し、学修意欲の高い学生の

確保に努めていく。 

学生募集のための広報活動をより効果的に展開するために、2007 年度に発足させた事務局横断

の広報プロジェクトにおいて、全学的な戦略に基づく広報活動の検討を続けている。一部、定員

が充足していない学科に関しては、2008 年 6 月に学長の諮問機関として「音楽文化デザイン学科・

音楽教育学科魅力倍増委員会」を発足させ、定員確保に向けた具体的な対策の検討を始めた。こ

の委員会は、音楽文化デザイン学科と音楽教育学科の若手教員を中心に構成されており、定員確

保の方策を検討し始めている。さらに、少子化の進展や経済的な理由による地元志向など、社会
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的な要因によっても今後受験生の確保が困難になることも予想される。このことを踏まえて、現

在新たな入試制度の導入に向けた検討が行われている。 

高・大の連携については今後さらに拡大していく方向で具体的な検討を行っており、2008 年度

中には近隣の高校と協定を締結し、2009 年度より単位互換制度も開始する予定となっている。一

方、附属高校については、大学の附属校であることを生かし、高大接続という名称のもと、新た

な展開を 2008 年度より始めた。今後は本学教員による講義や実技指導の機会を設けることにより、

内部進学者の学習意欲を向上させ、大学の活性化に繋がるような活動を展開していく 

 

4-2 大学院研究科における学生の受け入れ 

 

【到達目標】 

専門領域の高度な技能・知識を持った人材の育成のために、大学院入学者の質の維持を重視し、

本学大学院の教育に相応しい学力と意欲を持つ入学者の確保に努める。 

・多様な音楽領域において優秀な学生を確保するとともに、他大学からの優秀な学生の受け入れ

も推進する。 

 

 

4-2-1 学生募集方法・入学者選抜方法、学内推薦制度 

○大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

○成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした措置の適

切性 

【現状説明】 

大学院音楽研究科修士課程には声楽専攻、器楽専攻、作曲専攻、音楽学専攻、音楽教育学専攻

があり、専攻ごとにコースが設置されている。大学院修士課程の入試は、6 月に募集要項配布を

開始し、9 月に出願、11 月中旬の 6 日間を試験期間としている。試験科目は、コースごとに専攻

科目（専攻科目実技試験等）と共通科目（音楽理論、西洋音楽史、外国語）が設定されている。

選抜は専攻ごとに専攻試験の成績を優先して判定されるが、共通科目の中に基準点を下回る科目

のある者は不合格となる。 

大学院音楽研究科博士後期課程音楽研究専攻には声楽研究領域、器楽研究領域、創作研究領域、

音楽学研究領域、音楽教育学研究領域が設置されている。募集要項は 6 月にホームページ上で発

表し、1 月に出願、2 月末に 2～3 日間で入試を行う。選抜は、論文(作品)提出、演奏審査、研究

計画、口述試験の審査結果および出願書類の内容に基づいて総合的に判断する。ただし、外国語

が基準に満たない場合は合格対象外となる。 

学生募集のための広報は、主にホームページ上で行っている。また、毎年 6 月末には大学院入

試説明会を開催し、各専攻、領域の教員から研究内容や特色、受験対策等について説明している。
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例年外部受験者も含め 100 名前後の参加者があり、年々参加者が増加している。 

なお、本学では、学内推薦制度は採用していない。 

 

4-2-2 門戸開放、飛び入学、社会人の受け入れ 

○他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

○「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性 

○大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況 

【現状説明】 

他大学からの入学に関しては、人数制限を設けることはなく、毎年数人から 10 名前後の他大学

出身者が受験している。また、他大学からの受験という理由で受験科目に差をつけることもなく、

公正な選抜が行われている。 

飛び入学は実施しておらず、社会人学生についても特別な受け入れ制度はない。 

 

4-2-3 科目等履修生、研究生等 

●大学院研究科における科目等履修生、研究生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確

性 

【現状説明】 

大学院には科目履修生の制度はないが、「国立音楽大学大学院委託生に関する規程」に基づき委

託生制度を設け、国内外の公的機関またはこれに準ずる団体から派遣された者を委託生として受

け入れている。書類審査および面接審査により在籍を許可し、受講科目は、指導教員の指導のも

とに決定する。なお、履修した科目の単位の認定は行わない。2008 年度は、この制度により外国

人委託生 4名の受け入れが決定している。 

一方、「国立音楽大学院聴講生に関する規程」により、大学院生に開講している必修・選択科目

の中から本学が指定する科目のうち 1 科目または数科目の履修を認める聴講生制度を設け、選考

（書類審査および面接審査）により大学院受験資格を有する者の在籍を許可している。なお、履

修した科目の単位の認定は行わない。 

いずれも、大学院生の履修に支障のない範囲で受け入れ、国内外の公的機関またはこれに準ず

る団体に所属する教育・研究者並びに社会人に対し、研究並びに学習機会の場を提供する機能を

果たしている。 

 

4-2-4 定員管理 

○大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切

性 

○著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性 

【現状説明】 
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修士課程に若干の定員割れが見られるが、受験者数は2008年度入試で入学定員の3倍ほどあり、

一定の高いレベルを維持するために基準を高くしていることによる（【基礎データ（表18）】参照）。

また、2007 年度より修士課程のリニューアルを始め、カリキュラム再編を行い、教育内容をより

魅力あるものとする努力をしている。さらに、2008 年度より修士課程入学時の成績優秀者に対す

る 2 年間の授業履修費相当分の奨学金制度（返還不要）を新たに設定し、優秀な学生の確保に努

めている（最大 6名以内）。 

博士後期課程では定員 5名に対して、1年生 5名、2年生 5名と適切な学生数を確保している。 

 

【点検・評価】 

大学院修士課程の学生募集については、コース数の拡大により幅広い研究を行うことができる

ようになったことや、大学院奨学金制度を導入したことにより、2008 年度入試より志願者が増加

しており、一定の効果があったと考えられる。 

入学選抜方法についても、公正な審査をするとともに、共通科目とその基準点の設定により、

一定のレベル以上の入学者を確保している。特に、実技試験に約 1 週間という長い時間をかける

ことで、優秀な人材の選抜ができている。 

外部受験者をさらに増やすためには、新たな広報活動も必要となる。 

 

【改善方策】 

2009 年度以降はパンフレットやポスターを作成し、外部への広報を強化することで、優秀な外

部受験者の獲得にさらに力を入れる予定である。 
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５ 学生生活 

 

【到達目標】 

学生が、学生生活を通して豊かな人間性を養い、専門的能力を高めるため十分に学修に専念で

きる適切な環境を整えるとともに、経済的な支援も充実させ、心身の健康、生活の諸問題、就職

に関する悩み等をサポートする体制を確立する。 

・学内の窓口間の連携を強化し、よりきめ細かな相談体制を構築する。 

・各種奨学金を整備し、就学援助のための支援を推進する。 

・卒業後の進路に関する支援体制を充実させる。 

・芸術祭や課外活動等、学生の自主的な活動を重視し、活動をより活発化させるための支援体制

を整える。 

 

 

5-1 学生への経済的支援 

○奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性 

【現状説明】 

（１）音楽学部における経済的支援 

国立音楽大学独自の経済的支援を目的とする奨学金には、以下のものがある。 

①国立音楽大学奨学金 

学部生、別科生の全学年を対象とした無利子による単年度採用で、50 万円が貸与される。審

査は学業成績と家計状況を総合的にみて選考し、採用している。近年、出願者数が多い傾向に

あるが、採用者数は例年 50 人前後である。この奨学金は、卒業時に特に優秀な成績の学生は返

還が免除される。 

②国立音楽大学応急奨学金 

主たる家計支持者が失職したり、会社倒産、死亡、疾病等による家計急変により、授業料納

入が困難な状況となった場合に授業履修費の 1/2 額を貸与する。この奨学金の適用を受ける学

生は平均して年に 1～2人である。 

③岡田九郎記念奨学金 

演奏学科鍵盤楽器専修（ピアノ）の 3・4 年生の中から成績優秀者各 1 名に対して奨励金 45

万円を給付し、授業履修費の一部に振り替える。 

④中館耕蔵奨学基金 

学部の 4 年生が対象で、卒業の見込みがあり、経済的な理由（家計急変）で修学を継続する

ことが困難な学生に対して学費を無利子で貸与している。 

 

その他で大学を通して申請するものには以下のものがある。 
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①日本学生支援機構奨学金 

第一種（無利子）、第二種（有利子）と併せて、2007 年度には 37.8％の学生が貸与を受けて

いる。比較的採用されやすく、本学学生への大きな経済的支援の 1つになっている。 

②その他 

地方自治体、民間育英団体などからの奨学金も数多くあり、例えば、芸術系大学を対象とす

る給付奨学金として、財団法人福島育英会、財団法人よんでん文化振興財団、財団法人明治安

田クオリティオブライフ文化財団等から支給される奨学金が挙げられる。これらは学生達にと

って良い励みになっている。 

【表 5-1】 2007 年度奨学生人数（学部） 2008.3.1 現在 

１年 ２年 ３年 ４年 計

第一種 34 32 40 43 149 支援機構

第二種 138 136 177 171 622 771

14 13 14 11 52 小計

0 848

2 11 13 大学独自

1 3 6 10 77

1 1 2

0

　○ (財)福島育英会 民 1 1 1 1 4

　○
(財)明治安田クオリティオ
ブライフ文化財団

〃 1 1 2

　○ (財)よんでん文化振興財団 〃 1 1

　△ あしなが育英会 〃 1 1 2 民間

　■ (財)ヤマハ音楽振興会 〃 1 1 2 14

　■ (財)田中奨学育成基金 〃 1 1

　■ 本多静六博士奨学金 〃 1 1 小計

　■ (財)松藤奨学育成基金 〃 1 1 21

　△ (財)山口県ひとづくり財団 自 1 1

　△ 福島県 〃 1 1

　■ 川口市 〃 1 1 自治体

　■ (財)延岡市育英会 〃 1 1 7

　■ 大田区 〃 1 1

　■ 浜松市 〃 1 1

　△ 岐阜県選奨生奨学金 〃 1 1

合    計 191 189 242 247 869

岡田九郎記念奨学金

中館耕蔵奨学基金

奨学金名／団体名

日本学生支援機構

○：大学で選抜、推薦　　　■：自由応募　　　△：大学経由で手続き

（民間・自治体）

　（学内）

国立音楽大学奨学金

国立音楽大学応急奨学金

国立音楽大学国内外研修奨学金

　　　　〃　　（特別研修給付）

 

（２）大学院研究科における経済的支援 

①国立音楽大学大学院奨学金 

2007 年度の博士後期課程設置と同時に、「国立音楽大学大学院奨学金」が導入された。この

奨学金は、博士後期課程の正規課程に在籍する者に対し、学費のうち、授業履修費と同額の金

額を給付するもので、給付期間は、原則として博士後期課程の 3年間となっている。希望者は

入学試験時に申請し、各学年 5名以内としている。 
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また、修士課程においても、従来、修了時に特段の優秀な成績を修めた者に支給されていた

「国立音楽大学大学院研究奨学金」に替え、2008 年度から「国立音楽大学大学院奨学金」が導

入された。修士課程に在籍する者に対し、学費のうち、授業履修費と同額を給付する。給付期

間は、原則として修士課程の 2年間となっている。希望者は、入学試験時に申請し、各専攻よ

り特段の成績優秀者 1名以内が選抜される。 

②竹内道敬先生記念奨励金 

1997 年より 20 年間にわたり支給されるもので、音楽学専攻に在籍し、日本音楽または民族

音楽を研究する正規学生の中から、毎年1名以内に給付される。給付額は年100万円であるが、

日本音楽、民族音楽を専攻する学生が少ないため、該当者のいない年も多い。 

③その他 

日本学生支援機構の奨学金第一種、第二種にも大学院生の枠があり、2007 年度は 60％の学生

が貸与を受けている。 

【表 5-2】 2007 年度奨学生人数（大学院） 2008.3.1 現在 

１年 ２年 １年 ２年 ３年

第一種 8 9 3 20

第二種 2 6 0 8

5 5

10 15 8 33

計

　　　　合    計

　　　修  士 博    士

国立音楽大学大学院奨学金

日本学生支援機構

奨学金名

 

学部、大学院とも奨学金受給者の選考にあたっては、修学の熱意があるにも関わらず、経済的

な理由によって学業の継続が困難な学生を援助するという観点から、家計状況と学業成績が重視

される。成績が優秀であり、人物も意欲的で向学心に燃え、かつ経済的に苦しい者を対象とし、

さらに貸与の場合は返還の見込みについても考慮される。 

審査については、成績・家計の評価点を算出し、学部は学生生活委員会、大学院は大学院委員

会において評価点に基づき厳正・公正に行われている。 

各種奨学金についての情報提供は、入学時のオリエンテーション、学生への配付冊子『Campus』、

説明会（掲示や放送で案内）等で行い、学生課窓口では随時相談に応じている。また、募集のあ

る奨学金については教授会および各科目会等でまず教員への周知を図り、該当する学生への伝達

を依頼している。 

 

5-2 学生の研究活動への支援 

●学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性 

●学生に対し、各種論文集およびその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性 

【現状説明】 
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（１）音楽学部における研究活動への支援 

本学独自の給付奨学金の 1つであるが、学生が国内外の講習会などに参加する短期研修制度を

支援する「国内外研修奨学金」およびその制度の一環としてコンクールや音楽活動において学外

から高く評価された学生に対する「特別研修給付」制度を設けている。 

①国立音楽大学国内外研修奨学金 

研究意欲に富む成績優秀な学生に、国内外で行われる講習会や研修会等に参加するための経

費を給付する制度で、学部の 3・4年生を対象とする。申請者のレベルによって例年 10 名程度

が採用され、1 人につき、海外 50 万円、国内 25 万円を限度に旅費、滞在費、受講料等の経費

が給付される。 

1994 年度以降の奨学生数は、延べ 162 名となっている。 

 

【表 5-3】 2007 年度 国立音楽大学国内外研修奨学金 奨学生研修先一覧 

専攻 研修国 研修都市 研　　修　　先

声　　　楽 イタリア オルビエート  オルビエート夏期国際声楽講習会

声　　　楽 イタリア
サンタ・マルゲ
リータ・リグレ

サンタ・マルゲリータ・リグレ　オペラ演奏家協会
主催国際声楽セミナー

声　　　楽 日  本 草     津  草津夏期国際音楽アカデミー

ピ　ア　ノ フランス ニ   ー   ス  ニース夏期国際音楽アカデミー

ピ　ア　ノ オーストリア ザルツブルク  モーツァルテウム夏期国際アカデミー

ピ　ア　ノ 日  本 鹿  児  島  霧島国際音楽祭

ピ　ア　ノ ポーランド ワルシャワ  ポーランド国立ショパンアカデミー

ピ　ア　ノ オーストリア ザルツブルク  モーツァルテウム夏期国際アカデミー

ヴァイオリン 日  本 草     津  草津夏期国際音楽アカデミー

ヴァイオリン 日  本 鹿  児  島  霧島国際音楽祭

フ ル ー ト 日  本 静     岡  浜松国際管楽器アカデミー

音 楽 創 作 イギリス トトニス  ダーティントン・インターナショナル・サマースクール

音 楽 創 作
デンマーク
オランダ

コペンハーゲン
アムステルダム

 国際コンピュータ音楽会議
 国際ガウデアムス音楽週間

 

②国立音楽大学国内外研修奨学金（特別研修給付） 

学外（国内外）のコンクール・研究発表等に自費で参加し、学外諸機関から高い評価を得た

学生に対し、その経費等を奨学金として給付する制度で、例年 5名程度が採用される。事後申

請ではあるが、入賞したコンクールの権威や歴史等を学生生活委員会で審査の上、給付額を決

めている。 
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【表 5-4】 2007 年度 国立音楽大学国内外研修奨学金（特別研修）給付支給状況 

コンクール等名称 受賞内容
開催国
(都市）

学年 専　攻

第13回 日本モーツァルト音楽コンクール ピアノ部門 ３位
日本

（岐阜）
4 ピアノ

第８回 大阪国際音楽コンクール アブニール賞
日本

（大阪）
4 ピアノ

第49回 全四国音楽コンクール 大学・一般の部 １位
日本

（香川）
3 ピアノ

2007 アジア国際ピアノコンクール 金賞
韓国

（天安）
3 ピアノ

第３回 仙台フルートコンクール １位
日本

（仙台）
4 フルート

第24回 日本管打楽器コンクール ユーフォニアム部門 ５位
日本

（東京）
4 ユーフォニアム

第24回 日本管打楽器コンクール ユーフォニアム部門 １位
日本

（東京）
3 ユーフォニアム

第34回 ブールージュ国際電子音楽コンクール レジデンス賞
フランス

（ブールージュ）
4 音楽創作

国際コンピュータ音楽会議 入選
デンマーク

（コペンハーゲン）
4 音楽創作

第１回 全日本学生イタリア語弁論大会 毎日新聞社賞
日本

（京都）
2 声　楽

 

【表 5-5】 国立音楽大学国内外研修奨学金 受給者数の推移 

種類 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

国内外研修奨学金（国内） １ ４ ５ 

国内外研修奨学金（国外） ６ ７ ８ 

国内外研修奨学金（特別研修）（国内） ３ ４ ７ 

国内外研修奨学金（特別研修）（国外） １ １ ３ 

 

その他、学生が行う公認団体以外の正課外活動に費用の一部を助成し、課外における学生の諸

活動の高揚と経済的負担の軽減を目的とした諸活動助成金制度がある。対象となるのは、本学教

員が指導して行う実技担当教員のクラス発表会、ゼミ・学科等で開催する研究発表会等である。

毎年、約 100 団体に 5万円を限度額として助成している。 

本学では入学時の基礎ゼミからスタートして、1・2年次での基礎課程を経て、3年次よりコー

ス制や所属学科でのゼミなど専門課程での学習が始まる。その間、学生が音楽家として成長し、

研究活動を始めるための様々な「発表の場」が提供されている。具体的にはソロ・室内楽定期演

奏会や、声楽専修におけるヴォーカル・コンサートなどの発表会、オーケストラ、ブラスバンド

の定期演奏会、音楽創作専修における作曲作品展などがある。 

（２）大学院研究科における研究活動への支援 

2008 年度より、本学音楽研究所の提供するプロジェクト科目を修士課程の選択科目と位置づけ、

学生の積極的な参加（受講）を促している。2008 年度はバッハ演奏研究プロジェクトから「ピア

ノで弾くバッハ」と「声楽作品の研究」、オペラ演奏研究プロジェクトから「プッチーニ演奏法研

究」という 3つの科目が提供され、20 名の学生が履修している。このプロジェクトは、本学の教

員の他、外部の研究者も所員・研究員として参加しており、研究会に参加するとともに、講演や
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レクチャーを受講したり、演奏会にも出演したりして研究活動を行っていく。また、博士後期課

程の学生は、研究員としてこのプロジェクトに参加できるようになっている。 

 博士後期課程の学生のうち、音楽学および音楽教育学研究領域の学生については、2 年次まで

に査読付きの学術誌等に 2 本の論文を掲載することが修了要件となっている。本学大学院で発行

している『音樂研究（大学院研究年報）』には大学院在学生も投稿できるため、音楽学や音楽教育

学以外の領域の学生も含め、2007 年度は 4名の学生の論文が掲載された。 

 

5-3 生活相談等 

5-3-1 学生の心身の健康、安全・衛生面への配慮 

○学生の心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮の適切性 

【現状説明】 

学生のメンタルな相談には、保健管理室の保健師が中心となって、精神科医、臨床心理士、そ

して学生課、教務課と連携しながら対応している。また、2004 年から設置された学習支援センタ

ーでは、教員が学修に関する相談のほか、よろず相談窓口として対応し、そのなかでもメンタル

な相談については連携を取っている。 

保健師（専任 1名）は保健管理室に常駐しており、疾病や怪我等の救護、健康相談に訪れた学

生に対する指導を月曜日から金曜日に随時行っている。2007 年度に保健管理室を利用した学生の

延べ件数は、1,881 件であった。そのなかで保健師が受けたメンタルな相談は、389 件で最も多い。

カウンセリングルームでは、音楽療法を担当する精神科医の教授が週 1 回カウンセリングを行う

ほか、保健管理室の中にある学生相談室では、臨床心理士によるカウンセリングを週 1 回行って

いる。心のケアが必要とされる学生には、臨床心理士が自己の性格、人間関係、学生生活上の悩

みやトラブルに関するカウンセリングを行い、保健師、精神科医の教員と連携を図りながら、診

療が必要と判断された場合には、医療機関を紹介する等適切な対応をしている。2007 年度の精神

科医によるカウンセリングは延べ 20 回、臨床心理士の延べ面談回数は 131 回であった。臨床心理

士の主な相談内容は、修学や進路、学生生活、心身の健康、性格検査等であるが、2007 年度は心

身の健康に関する相談が 63％を占めた。 

定期健診は例年受診率が高く、2007 年度は 96.8％であった。検診の結果は、全ての学生に配

達記録で送付している。また、「異常あり」との結果が出た学生の保護者に対しては、さらに再検

査を実施する旨を郵送している。2007 年に麻疹が流行した際には、予防接種にかかる費用の一部

を大学が援助した。 

学生保険としては、学生教育研究災害傷害保険や学生賠償責任保険に全員加入しているほか、

任意で、学生総合保障制度（こども総合保険）や保護者総合保障制度（所得補償保険）、楽器保険

（動産総合保険）などに加入できるようになっている。全員加入保険については大学側が費用を

負担し、学生の健康、安全への配慮に加え、対人や対物に危害を与え加害者となった場合の賠償

責任も補償し、充分な備えを行っている。また、負傷・疾病等で 3 万円以上の医療費の支払があ
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った場合には、傷病見舞金を支給している。 

 

5-3-2 ハラスメントの防止 

○ハラスメント防止のための措置の適切性 

【現状説明】 

本学では、2002 年に「キャンパス／スクール・ハラスメント防止のために 教員・職員及び学

生・生徒・保護者等が認識すべき事項についての指針」が法人から示され、同時に、「学校法人国

立音楽大学キャンパス／スクール・ハラスメントの防止等に関する規程」が制定された。この指

針と規程に基づいて、学務部が相談窓口となり、学務部管理職が対応するとともに、問題が発生

した場合には委員会を立ち上げ、委員による聴取等の措置が行われる。学生に対するハラスメン

トの周知は、チラシやポスター、掲示等でハラスメント防止の呼びかけをしている他、ハラスメ

ント対策のためのリーフレットを独自に作成し、入学時のオリエンテーションで全学生に配付し

ている。 

 

5-4 就職指導 

○学生の進路選択に関わる指導の適切性 

○就職担当部署の活動の有効性 

●学生への就職ガイダンスの実施状況とその適切性 

【現状説明】 

 本学では、就職についても音楽大学としての特殊性があり、特に演奏家を目指す場合、卒業後

しばらくフリーで活動しながらポストを探すというケースも多い。この辺りの事情は一般大学と

は異なり、就職決定率に数字がそのまま表れてくるわけではない。大学院進学や留学をする者、

勉学を続けている者、新国立劇場オペラ研修所やその他民間音楽団体の研究生を目指す者も多い。 

また、3年次から卒業後の進路を視野に入れた専門コースを 34コース設けている。この中には、

幅広い音楽の知識を身につけ音楽現場の経験を積むことを通して、音楽ホールの企画・運営や演

奏団体でのマネージメントができる人材を養成する「マネージメント・コース」や、音楽関係企

業（出版、放送、レコード会社など）に要求される幅広い音楽に関する専門知識と実践能力を身

につけ、その情報を背景としてミュージック・ライター、音楽出版などで活躍できる人材を養成

する「音楽情報・社会コース」、ゲーム音楽、ＣＭ音楽をはじめアニメ、映画音楽など商業音楽を

対象としたクリエーターの養成を目指す「作曲応用コース」のほか、「楽器製作・音響コース」「音

楽療法士コース」など、さまざまなコースがあり、自分の所属する学科・専攻・専修に関わらず

選択して受けることができる。このうち、「マネージメント・コース」「音楽情報・社会コース」

「音楽療法士コース」では、インターンシップや実習を行うなど、より実践的な内容となってお

り、学生の就職先として希望の多い音楽関連企業・団体への就職を考えるうえで役立っている。 

就職担当部署としては、本学には就職課という部署はないが、学生課の中の担当者 2 名が専従
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として、就職活動を支援している。冊子『Standby 2008（就職の手びき）』を刊行・配付し、基本

的な就職活動の指導、職種別就職活動の指導を行っている。また、年に 15 回の就職説明会、年に

2 回の就職模擬試験、年に 1 回の模擬面接のほか、学外指導員によるマナーコミュニケーション

の講座も実施したり、教員、楽器関係、音楽教室講師、音楽関連産業、一般企業等の職種別の説

明会や講演会も行っている。説明会、模擬試験等は掲示、放送等で告知され、多くの学生の参加

がある。個別相談も窓口で受け付けており、進路の個別相談に来る学生も近年増加している。2008

年夏には、学生課の配置を変更し、就職専用コーナーを設置した。 

大学院生については、2007 年度から博士後期課程で、2008 年度から修士課程でＴＡ制度を開始

した。指導法または教授法の単位を修得した学生に、実技、実習、演習、講義等の補助業務を行

わせ、将来教育研究の指導者となるトレーニングの機会を与えるとともに、手当支給によって生

活支援の一助とすることを目的としている。 

本学の卒業生は、2008 年 5月現在、東京都公立学校に 560 名以上が教員として在職しているが、

教職につながる課外講座等として、「教員採用模擬試験」のほか、「教職特別講座」「保育士試験対

策講座」がある。これらは教職課が担当しており、教職特別講座には、都道府県別教員採用試験

の傾向と対策として、試験の動向と過去問題の分析を行う 1・2 年生対象の教職特別講座Ａと、3

年生を対象として教員採用試験対策の指導を受けられる6日間に亘る教職特別講座Ｂ（定員50名）

とがある。また、保育士試験対策講座は、幼稚園への就職に幼稚園教諭免許状のほか、保育士資

格を持っていることが必要になってきているために行われており、2007 年度は 3月に 4日間に亘

り 80 名の定員で開講された。 

 

5-5 課外活動 

○学生の課外活動に対して大学として組織的に行っている指導、支援の有効性 

【現状説明】 

現在、公認団体として、音楽系 24 団体、文化系 4団体、体育系 1団体、その他 2団体が活動し

ている。公認団体には、学生生活委員会内のクラブ小委員会のメンバーと学生課職員が担当とし

て関わり、助成金の交付を行っている。2007 年度には、31 団体に 7,675,000 円が交付された。 

また、11 月に 3日間行われる芸術祭は学生主催の大学祭で、公認団体の 1つである芸術祭実行

委員会が中心となって開催され、学生の日頃の演奏活動の成果を発表する場ともなっている。毎

年、近隣住民も含めて多くの来場者を集め、盛んに行われている。学生課では、芸術祭実行委員

会の学生と、実施前から終了後の反省会まで密に連絡を取り、全面的に支援している。芸術祭期

間中は、学生生活委員会の教員が交代で出勤し、巡回するとともに、授業外で学生との交流を深

める機会ともなっている。 

音楽大学独自の課外活動として、合唱団や合奏団がボランティアで養護施設や学校を訪問して

演奏したり、市民のためのオペラやコンサートを行うことも多い。団体によって差はあるが、ほ

ぼ全ての団体が音大生として十分な演奏水準に達しており、喜んでいただくとともに、学生自身
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の満足度も高い。 

 これらの学内外での活動をする際には、「学内外行事開催・参加届」を学生課に、演奏活動をす

る際には「学外演奏許可願」を演奏部事務室に提出することになっている。このシステムにより、

学生の課外活動について大学側が把握できている。 

現在、学生会がないため、学生代表と定期的に話し合う場はないが、個別に見ると、芸術祭実

行委員会代表がクラブ委員の教員や学生課職員と密に連絡を取り合って、11 月初めの芸術祭に向

けて準備をしている。その他、オーケストラや合唱の授業では、学生代表（インスペクター）と

教員が話し合って授業や演奏会を進めたり、実技担当教員のクラス発表会においても、学生の費

用負担軽減のために助成金が交付され、学生代表と教員が連絡を取り合って会を運営する等、音

楽大学特有の状況はある。 

 

【点検・評価】 

奨学金については、概ね適切に運用されている。経済的余裕のない学生が増えている中、これら

の奨学金の意義は大きい。貸与者、受給者の決定に際しても個々の家庭の状況（年収や家族構成）、

困窮度、成績や学習意欲を総合的に考慮し、きめ細やかに対応し、返還するための方法等の相談

にも応じている。大学独自の奨学金制度も諸規程が整備され、限られた範囲ではあるが十分機能

している。また、大学院奨学金も優秀な学生達に経済的な援助を与え、学業に専心してもらうた

めの大きな効果を持つ。2007 年度から始まったＴＡの制度は、大学院生にとって経済的援助とも

なっている。 

国内外研修奨学金制度は、学部学生にとって大きな刺激となっており、大学の活性化やレベルア

ップにもつながっている。また、諸活動助成金制度も、研究活動および音楽家として成長する「発

表の場」への一助となっている。 

保健師、精神科医、臨床心理士による充分な個別対応がなされており、保健師が主体となって横

の連携を取りながら情報共有をしている。しかし、学習支援センターとの連携は必ずしも充分で

なく、今後は改善が望まれる。 

就職・進路指導については、現状において最大限可能な指導をしており、相談に来る学生の数も

年々増加している。ただし、学生が相談できる時間が限定されていることが問題点として挙げら

れる。 

また、本学には就職専門のカウンセラー、アドバイザーがいないため、その常駐も検討する必要

がある。音楽大学としての特殊性から、レッスンの担当教員がその役割を補ってきたという事情

はあるが、多くの場合、教員は、助言や紹介以上のさらに実質的な活動に関する考え方や方向付

けには責任を持ってアドバイスをすることが難しいことから、専門のアドバイザーの配置が望ま

れる。 

教員採用試験に関しては、課外講座の開講等、きめ細やかな指導により、近年合格者が増えつつ

ある。 
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時代と共に多様化する学生達に充実した大学生活を送らせるためにも、課外活動の役割は重要

である。大学は、課外活動を支援し活性化させるためのシステムを学生達の変化とともに常に検

討していかなければならないが、現在の本学の支援、指導の有効性については適切である。正規

の授業がおろそかになってはいけないことはもちろんであるが、課外活動は自主性、協調性、社

会性等を養い、学生の人格形成に大きなプラスになるという観点から、今後も積極的に活動を支

援していく。 

 

【改善方策】 

貸与奨学金については、ある程度充実しているが、今後も経済状況等の変化を見つつ、常に検討

をしていく必要がある。さらに今後は、大学院学生と同様、学部学生に対する給付奨学金制度を

検討する必要がある。 

学生相談については、学生課以外の部署とも連携を深め、学生データを共有して学生相談に活用

していく方策を考えていく。 

進路指導の内容は有効に機能しているが、相談窓口が通路に面した場所にあったため、教員や

友人の目が気になり行きづらいという声も多かった。この点については、2008 年 9 月に学生課の

配置変更に伴い、就職相談用の個別ブースを設置し、他人の目を気にせず学生が相談できる空間

を確保した。 

一方、就職部やキャリアセンター等の設置を望む声も強い。キャリア支援体制で、1・2年次か

らの進路教育、知識教育をし、社会人基礎力を身につけさせるべきだという意見である。音楽大

学という特殊性を考慮しながらも、就職関係の充実、キャリアセンター設置の必要性については

今後十分検討する必要がある。 

ここ数年、芸術祭の規模が大きくなり、実行委員の数も増えてきたことは喜ばしい。芸術祭は、

50 年余り続いている「七夕祭」と共に、地域の人々との密な関わりを持ち、大学をアピールする

良い機会ともなっており、子どもやお年寄りも含め来場者数が年々増え、また、演奏する団体も

増えることは喜ばしい反面、安全性のチェック、近隣への騒音の問題等、様々な心配も出てくる。

学生主体の大きなイベントであり、教職員による支援を行ってはいるが、今後さらに充実が必要

である。 
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６ 研究環境 

 

【到達目標】 

大学において、教員の研究活動は学生への教育活動と両輪をなすものである。両者は相互に強

く関与し合っており、教員の活発な研究活動は欠かすことができない。教員が十分な研究活動を

行えるよう研究支援体制の充実、研究環境の整備に努める。 

・演奏会、公開の研究会、印刷物の発行等を通じて、教員の研究成果を広く公表することを推進

し、研究活動の活性化を図るとともに、音楽文化振興に寄与する。 

・多様な研究費制度により研究活動を活性化するとともに、科学研究費補助金等外部資金の獲得

を目指す。 

 

 

6-1 研究活動 

○論文等研究成果の発表状況 

【現状説明】 

専任教員の論文等研究成果については、1997 年 3 月に『教育研究活動要覧』を冊子として公表

し、以後、2003 年 10 月に第 2 輯を発行、2008 年 12 月に第 3 輯を発行した。当該要覧は 2002 年

4 月から 2008 年 3 月までの 6年間の専任教員の教育研究活動をまとめたもので、授業への取り組

みや現在の研究テーマ・内容を含む「個人データ」、教育実践上の主な業績を取り上げた「教育活

動」、2002 年 3 月以前の主要な研究業績 5点以内と 2002 年 4月から 2008 年 3月までの研究業績、

教育文化活動をまとめた「研究活動」、「学会等および社会における主な活動内容」を掲載してい

る。この中では、教員の多くが演奏活動と演奏会・講習会・研究会等の企画・運営、コンクール・

研究発表会等の主催・審査、講習会等の講師等の教育文化活動を研究活動の中心としていること

がわかる。 

また、本学の研究発表の場として『研究紀要』と『音樂研究（大学院研究年報）』などがある。 

『研究紀要』は 1966 年に創刊され、2007 年度に第 42 集が発刊された。教授会から選出された

紀要編集委員会により編集・発行され、学部の専任教員と本務校のない非常勤教員が投稿できる

（過去 3 年間のデータは【表 6-1】参照）。扱うものは、論文のほか、研究ノート、資料、書評、

報告となっている。 

【表 6-1】 「研究紀要」掲載件数と所属別教員数 

発 行 掲載者 掲載者所属系列 
合 

計 
年 巻数 専任 非常

勤 

声楽 ピア

ノ 

作曲

理論

音楽

学 

教育 教職 語学 一般 調律 

2005 40 13 ５ １ ２ １ ３ １ １ ７ １ １ 18 

2006 41 ７ ８ ２ ０ ０ ４ ０ １ ６ ２ ０ 15 
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2007 42 11 ４ ２ １ ０ ３ １ １ ４ ３ ０ 15 

合 計 31 17 ５ ３ １ 10 ２ ３ 17 ６ １ 48 

 

『音樂研究』は、大学院担当教員、大学院修了生および大学院生がその研究成果を発表するも

ので、1975 年に創刊され 2007 年度に第 20 輯が発刊された。従来から査読が行われる論文集であ

ったが、2008 年度に研究年報編集委員会規程が制定され、編集委員、内部査読委員、外部査読委

員の位置づけが明確になった。また、2007 年度からは、大学院博士後期課程が開設され、特に音

楽学研究領域と音楽教育学研究領域の学生は毎年次、査読を受けた論文を発表する必要があるた

め、『音樂研究』への投稿が盛んになってきている。 

【表 6-2】 「音樂研究」掲載件数と所属別数 

発 行 掲載者 掲載者所属系列 

合 計年 巻数 専任 非常

勤 

修了

生 

大学

院生

声楽 ピアノ 作曲 

理論 

音楽学 音楽 

教育 

2005 18 ６ １ ２ ０ ０ ２ ０ ５ ２ ９ 

2006 19 ３ １ ２ ０ １ １ ０ ３ １ ６ 

2007 20 １ ０ １ ４ ２ １ １ ２ ０ ６ 

合 計 10 ２ ５ ４ ３ ４ １ 10 ３ 21 

 

その他の出版物としては、音楽研究所での毎年の活動内容を報告する『音楽研究所研究年報』

が発刊されており、2006 年度で第 20 集を数えている。 

 

6-2 教育研究組織単位間の研究上の連携 

○附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 

6-2-1 音楽研究所 

【現状説明】 

 音楽研究所は、専門分野について精深な共同研究を行い、芸術・学問の進歩発展に寄与するこ

とを目的として、1976 年に開設された。4 年を 1 期として複数の研究部門が設けられ、研究を進

めるに当たっての資料の収集・整備、研究会、講演会、演奏会、さらには講座等の開催、研究成

果の発表機関としての『音楽研究所年報』の発行等を行っている。また、研究所の活動を円滑に

行うために、運営委員会が置かれている。研究部門は、テーマの必要性に応じて所長が設置を決

定するが、各研究部門の統括は、研究主任に任されている。 

 1996 年度からは研修生制度を開始し、1999 年からはベートーヴェン研究部門と音楽療法研究部

門が、それぞれ独自のテーマで活発に研究活動を行ってきた。第 8期（2003 年 4 月から 2006 年 3

月）終了後、2007 年度は一旦活動を休止したが、2008 年度から再開している。 
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2008 年度からは、音楽大学ならではの研究活動という視点から、バッハ演奏研究とオペラ演奏

研究という「演奏研究」に主眼を置いた 2 つの部門を新たに立ち上げた。また、研究活動の成果

を学生に還元することを念頭に、大学院生を中心に学生や修了生も参加できる研究プロジェクト

の展開を目指している。各部門のプロジェクトの開催する研究会へは、大学院博士後期課程の学

生が研究員として参加するほか、大学院修士課程の学生および社会人の受講も認めており、研修

生制度とともに若手の人材養成の一躍を担っている。 

 

6-2-2 楽器学資料館 

【現状説明】 

楽器学資料館は、1966 年に文部省科学研究費の補助をうけて、ルネサンス・バロック音楽の演

奏研究に必要な基本的な楽器 27 点を購入したことに始まる。ついで翌 1967 年に、日本音楽研究

の資料充実のため、同補助金によって雅楽、能楽、筝曲用の楽器が追加され、以後徐々に内容を

充実させていった。1976 年に音楽研究所が設立されると、その一研究部門として展示室が用意さ

れ、積極的な楽器の収集および研究が始まった。 

1977 年からは学内に向けて毎週 1回展示室が公開されるようになり、1978 年には新しく増築さ

れた現在の音楽研究所内に 290 ㎡の床面積を持つ展示場と、収蔵庫および研究室が設けられ、楽

器の収集、展示、楽器に関する研究がより一層充実したものへ向かって歩み始めた。1988 年には

音楽研究所から分離して楽器学資料館と名称を改め、一層積極的な楽器の収集とともに学術的な

研究や、独自の分類法による所蔵楽器目録の作成を進め、芸術・学術・教育の発展に寄与するこ

とを目的とした機関となった。 

したがって、楽器学資料館の収集方針は、いわゆる名器や骨董的な楽器を集めるのではなく、

地域的・年代的に片寄りのない系統的・網羅的収集である。また、単なる「物」集めに終わるこ

となく、楽器に関わる種々の情報、すなわち所蔵楽器をはじめとする音の資料、写真や映像資料、

楽器に関する文献および図像資料の収集や、特定の楽器に関する資料集の作成、楽器の保守、主

として歴史的鍵盤楽器の修復作業（本学別科講師による）、レクチャーコンサートの開催、学生や

社会人のための講座の開催などを行っている。さらに、ここ数年は、学校教育における「総合的

な学習の時間」の支援も怠っていない。 

1996 年からは、音楽研究所の音楽教育教材開発部門に参画し、電子化された楽器に関する情報

の活用法の開発に本格的に取り掛かった。現在では、文字情報に加えて楽器の画像を入れた所蔵

楽器データベースを作成し、閲覧用ソフト「楽器苑（仮称）」として試験的に運用している。 

1998 年からは自主企画として、従来から学生を対象としたさまざまな講座が定期的に開かれて

きたが、2001 年からは夏期音楽講習会において社会人を対象とした講座を開講し、2003 年からは

レクチャーコンサートや特別講座、2005 年からは夏休み子供見学会も行っている。また、これら

楽器学資料館の資料・研究活動を生かし、楽器学に関する学部授業も開講されている。 

2004 年度からは、本学に学芸員課程が設置され、その授業において楽器学資料館が日常的に教
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育の場として利用されており、展示室等の施設および楽器を始めとする資料など良質の学習環境

を提供している。楽器学資料館自体が博物館実習館として本学学生を受け入れることが可能であ

るが、学外博物館実習の補習（実習日数が 10 日に満たない場合）施設としての役割も果たし、我

が国における音楽系専攻学芸員養成に寄与することが期待される。2007 年度には課程修了を控え

た学生の学内企画展を支援し、好評を得た。 

また、これらの講座を通して楽器にさらなる関心を寄せ、研究を希望する人材を育成するため

に、受講経験のある学生あるいは卒業生を積極的にアルバイトとして採用している。すなわち、

開館日や 2004 年よりオリエンテーション期間中に開講されている 1年必修科目「基礎ゼミ」の体

験においては、見学者対象のガイド役や歴史的鍵盤楽器の試奏デモンストレーションなどを体験

実習させることによって、楽器学に関心を寄せる学生を育てつつある。 

楽器学資料館の施設設備面では、290 ㎡の床面積を持つ展示室と、収蔵庫兼作業場、研究室お

よび音楽研究所と共用のスタジオからなっている。その他、いくつかの大型楽器は本学講堂ホワ

イエに展示しているほか、大学内の空きスペースおよび学外有料倉庫により保管・管理している。

展示室内は、年代順、種類別に配された鍵盤楽器を中心とするヨーロッパの楽器コーナーと、世

界各地の楽器を分類別に展示したコーナーに分かれ、楽器を歴史的、体系的に見学できるように

配慮されている。また、展示室ロビーにはコンピュータを配し、閲覧用ソフトを公開、さらには

参考図書コーナーが設けられている。 

所蔵資料は下記のとおり（2008 年 3 月現在）。 

所蔵楽器：世界各地の楽器約 2450 点（内、展示楽器は約 1100 点） 

写真資料：レントゲン撮影写真約 100 点 

所蔵楽器カラーポジティブ（スライド）約 2000 枚 

楽器計測図、音響分析グラフなど約 90 点 

図書資料：約 1200 冊 

開館日は学部授業開講期間中の毎週水曜日 9:30 ～16:30 となっている。来館者数は 2007 年度

には本学関係者（授業内見学を含む）1069 名、外部からの来館者 1077 名であった。開館日には、

週代わりで歴史的鍵盤楽器の試奏が可能であるほか、自由に楽器に触れ、音を出すことのできる

コーナーも設けられている。 

 

6-3 経常的な研究条件の整備 

6-3-1 個人研究費、研究旅費 

○個人研究費、研究旅費の額の適切性 

【現状説明】 

本学には教員の専門分野における研究活動を促進するために、（１）個人研究費「一般支給」、

（２）個人研究費「特別支給」、（３）研究活動補助金「学会出張」、（４）研究活動補助金「国外

研究等」の 4種の研究費が用意されている。 
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（１）個人研究費「一般支給」は、専任教員が通常の研究活動を行うにあたり、教員個人の申請

によって一定額内（1人 30 万円以内）で研究経費が毎年補助されるもので、所定の取り扱い規定

と書式に則った申請書類に基づき、申請額が支給される。また 10 万円以内で学会会費および学

会・研究会への参加費用（旅費含む）に充てる事ができる。過去 3 年間の支給状況については、

申請者は対象教員の 80.8％、申請者 1人あたりの申請額は平均 246,741 円となっている。 

 

【表 6-3】 個人研究費「一般支給」支給状況 

 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

対象教員数 121 人 116 人 118 人

申請者数 100 人 98 人 89 人

申請総額 24,821,492 円 24,073,181 円 21,920,081 円

1 人あたりの額 248,215 円 245,645 円 246,293 円

 

（２）個人研究費「特別支給」は、専任教員または専任教員を含む教員グループが、特別な研

究活動およびその成果の公表や発表を行うにあたり、必要とする経費が補助されるもので、a）特

別な研究課題を持った研究活動、ｂ）書籍や作品の出版やＣＤ等の制作に関わる費用、ｃ）演奏

活動又は作品発表に関わる費用が対象となる。所定の申請手続きを行い「研究費等審査委員会」

の審査を経て決定され、一定の期間内に研究報告および成果の公表を行う義務がある。支給額は

個人研究 50 万円、共同研究 70 万円を限度とする。過去 3 年間の応募、採用状況は【表 6-4】を

参照。なお、このうち、a）の研究活動は 3 件、ｂ）の研究活動は 4 件、ｃ）の研究活動は 18 件

となっている。 

 

【表 6-4】 個人研究費（特別支給）受給者数と支給額 

 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

申請者数 10 件 12 件 ８件 

受給者数 ９件 ８件 ８件 

支給総額 4,610,653 円 4,000,000 円 4,154,335 円 

 

（３）研究活動補助金「学会出張」は、専任教員が「全国学術研究団体総覧」に記載されている

学会に参加する際に、所定の取り扱い規定に則って、年 1 回のみ本学の「旅費規程」に基づいた

旅費が支給される。 

（４）研究活動補助金「国外研究等」は、一定の年限を勤務した専任教員の国外における研究活

動を助成するもので、所定の申請手続きを行い「研究費等審査委員会」の審査を経て決定される。

支給されるのは、交通費（往復実費）と滞在費（1日 5000 円）となっている。 
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6-3-2 教員の研究室 

○教員個室等の教員研究室の整備状況 

【現状説明】 

本学では、学科教員には個人研究室または少人数の共同研究室が与えられているが、大学院担

当者を除く演奏系教員の多くは個人研究室を持っていない（【基礎データ（表 35）】を参照）。た

だし、声楽研究室やピアノ研究室など、専攻楽器ごとの共同研究室は設置されており、共有の授

業教材を置いたり、担当教員で会議・打合せ等を行うことができるようになっている。また、演

奏系教員が大学でレッスンを行う場合、その日一日実質的には各レッスン室を個々の研究室とし

て使用し、授業時間外に学生と面談したり、自分の研究活動を行える上、専任教員の平均的出講

日は週 3 日であるため、さほど不便の声は聞こえない。さらに、そもそも演奏系教員の場合、各

専攻により研究に必要な研究室の形態、スペース、付帯設備等が異なっている。例えば、個人所

有のものを常時携帯できるヴァイオリン等の弦楽器やフルート等の管楽器と、部屋の「備え付け」

の楽器を使用せざるを得ないピアノ、オルガン、大型管弦楽器、打楽器等では事情が異なり、一

律に同じ大きさと設備を持った個人研究室を配置することは実情に合っていない。  

 

6-3-3 教員の研究時間の確保 

○教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

【現状説明】 

専任教員の責任授業時間は担当科目により異なり、演奏系が 24 時間、学科系が 12～18 時間と

決められており、ほとんどの教員はこの時間数の範囲で授業を担当している。また、専任教員の

出講日数は平均 3 日間となっており、教員の研究時間はある程度確保されている。ただし新カリ

キュラムおよびコース制の導入により、以前はレッスンのみを行っていた演奏系の教員が学科科

目を担当したり、授業の担当者会議やコース発表会・修了試験の実施等、授業時間数には表われ

ない勤務の負担増になったことは否定できない。特に大学院兼担教員の責任授業時間は学部教員

と同じであるが、規定時間外の研究指導や各種演奏会、公開レッスン、試験等で、実際より多く

の時間的負担を背負っている。 

 なお、現在サバティカルは制度として確立していないが、次項で述べる「国外研究等」の制度

があり、数年に 1名くらいのペースで長期または短期の海外研修を行う教員はいる。 

 

6-3-4 研究活動に必要な研修機会の確保 

○研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

【現状説明】 

「6-3-1 個人研究費、研究旅費」の項でも述べたように、本学には研修機会確保のために 2 種

の研究活動補助金制度がある。  

（１）「学会出張」については、事前申請により学会出張費（交通費・宿泊費・日当）が支給さ
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れる。国内学会出張は、1年に 1回、国外学会出張は、発表する場合等に限り、3年に 1回、申請

により支給される。 

（２）「国外研究等」については、①長期国外研究員、②短期国外研究員、③特別国外研究員の

3 種類がある。これらは一定の年限を勤務した専任教員の国外における研究活動を助成するもの

で、①の長期国外研究員は、6 ヶ月以上 1 年以内の研究活動を、②の短期国外研究員は 2 ヶ月以

内の研究活動を対象とし、それぞれ交通費と滞在費が支給される。③の特別国外研究員は 6 ヶ月

以上 1 年以内の研究活動を対象とし、経費は自己負担とするが、研究期間は勤務年数に通算され

る。それぞれ「研究費等審査委員会」の審査を受けた上、研究成果の公表、あるいは所定の報告

書およびレポートの提出が義務付けられている。制度利用者の状況は下表を参照。 

【表 6-5】 「国外研究員」の利用者数 

 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

長期国外研究員 ０ ０ ０ 

短期国外研究員 ０ １ ２ 

 

6-3-5 共同研究費の制度化の状況 

○共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

【現状説明】 

「6-3-1 個人研究費、研究旅費」の項で述べたように、本学には個人研究費「特別支給」の制度

があり、専任教員を含む教員グループが対象となっている。2007 年度は、受給者 8件のうち、共

同研究は 2件となっており、共同研究費として充分活用されている。 

 

6-4 競争的な研究環境創出のための措置 

○科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

【現状説明】 

教員による科学研究費補助金は、過去 3 年間で申請件数 4 件、採択件数なしという状況である

が、年々申請数は増加している（2008 年度申請 4件、2009 年度申請 8件）。また、2008 年度には

2 名の教員が研究分担者として採択された研究に関わっており、学内でも取り組む姿勢が強まっ

ている。 

それ以外の外部資金助成で大学として申請・採択されたものは、文化庁の芸術団体等人材育成

支援事業で、2006 年度 2件、2007 年度 2件となっている。 

音楽大学という特殊事情により、一般大学と同様の研究助成は得にくい状況であるが、科学研

究費補助金の申請件数は、年々増加傾向にあり、今後は大学としての支援体制の整備が必要とな

っている。 

 

【点検・評価】 
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本学では演奏学科に所属する教員が全体の半数以上を占めており、それら教員の多くは一線で

活躍する音楽家でもある。したがって研究活動に関しては、著書、論文数は少ないが演奏活動と

教育文化活動は非常に多いという結果になっている。教員自らがステージに立ち音楽家としての

経験を深めることが、音楽家・演奏家を目指す学生たちの教育に貴重な役割を果たしていること

は言うまでもないことである。教育文化活動においても同様である。 

一方、この種の活動は、研究という観点での価値判断が難しい場合が多く、一概に件数だけで

評価することは困難である。しかしながら中には質的に高く専門性に優れ、我が国の芸術文化発

展に貢献をしていると見られる研究も少なくない。個人差は見られるが、平均的にはおおむね活

発であると評価できる。 

『研究紀要』には査読制度が敷かれていないために質的なチェック機能はないが、収録件数お

よび巻数は、同系列の大学の中では抜きん出ていると評価される。ただし寄稿者が特定の教員に

偏っており、特に実技、創作、教育系に属する教員の投稿が少ない。『音樂研究（大学院研究年報）』

は編集委員会による査読が行われ、学術的に高度な内容のものが厳選・掲載されている。『音楽研

究所研究年報』は論文および音楽研究所で開催された講座のレポート等が纏められ、毎年の音楽

研究所の活発な活動を表しており、両者とも評価できる。 

音楽研究所は、プロジェクトなどで大学院の学生が高度な研究に参加することを推進し、かつ

研究成果を広く一般にも公開し、地域・社会貢献に寄与している。一方、楽器学資料館において

も、対外的な活動として、夏期音楽講習会および学芸員課程実習生の受け入れの他、レクチャー

コンサートや特別講座等を開き、地域・社会貢献に寄与しているといえる。 

 これらの活動は、学部教育、大学院教育にも深く関わり、また研究内容が生かされており、大

学の理念・目的を達成するために十分役割を果たしている。課題としてあげられるのは、楽器学

資料館のスペースの問題で、学芸員課程の教育の場として活用するためにも、企画展示が可能な

より広い展示室が望まれる。 

個人研究費「一般支給」は 1993 年度以来継続されているもので、昨年度まで毎年申請率、支給

額いずれも 80％を超えており、支給額としてはほぼ適切であったと分析できる。しかしながら、

昨今、各大学において個人に支給される「一般研究費」を参照してみるとき、大学によっては個

人研究費という名目がまったく設定されていないか、あるいは支給額がかなり低いのが全般的な

状況である中、本学における「一般支給 30 万円」はおそらく全国的にみて高い水準の支給額であ

るとみられる。一方で、音楽大学がおかれている財政状況は厳しくなっており、貴重な研究費が

より有効に活用されるために、一律に「1人 30 万円以内」として支給する制度は見直されるべき

時期にきているといえる。とりわけ今後の大学のあり方を検討した場合、若手教員の研鑽のため

に研究費が活用され、大学教育がよりよく展開されることが望まれる。 

個人研究費「特別支給」は制度としては適切であり、特に実技分野においては一般の通俗的な

演奏会には見られないような高度な学術的意図を持った演奏会の開催を多く支援しており評価で

きる。 
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教員の研究室という点では、多くの部屋の防音効果が明らかに不足しており、この面では良好

な研究環境が実現できているとは言いがたい。また、教員 1 人あたりの平均面積は決して広いと

はいえず、個々の教員に与えられている空間は様々である。新カリキュラムおよびコース制の導

入により、授業科目によっては新しい施設と機材が必要となっているが、大学としてまだ充分に

対応できていない点も挙げられる。また学内ＬＡＮの未整備に関しては、2005 年度の報告書でも

指摘されてきており、2008 年度より解決に向けての取り組みが始まった。 

授業担当授業時間は常識的な時間数に収まっており、多くの教員は週 1～2日の研究日を持つこ

とが許される状況である。特に授業時間の上限が厳守されており、他の音楽大学にしばしば見ら

れるような演奏系教員への過重な負担は避けられている。但し、担当科目による責任授業時間の

差が大きすぎないか、委員会・役職兼務者への配慮は充分かという議論は以前からあり、さらな

る検討の必要性を認識している。また、新カリキュラムおよびコース制の導入による教員の負担

増加は明らかであるが、それに見合うだけの教育効果が上がっているかどうかを検証する必要も

ある。 

研究活動に必要な研修については、制度としては適切であるが、「国外研究等」の利用者が少な

いことが指摘される。理由として、短期国外研究員の派遣時期が休暇中（夏休み、冬休み、春休

み等）と限定されていること、長期国外研究員の場合は、授業・レッスンの代講を確保すること

が困難であることや、レッスン担当の場合に、不在の間、別の教員が担当することの不都合等が

考えられる。 

研究助成金については、附属図書館、楽器学資料館や大学教学面で毎年各種助成金を受けてい

るが、教員個人への助成額は同規模程度の大学の中でも低レベルである。音楽大学としての特殊

性を鑑みても、今後これらの助成金の獲得を増やしていく努力が必要である。 

 

【改善方策】 

引き続き教員の活発な研究活動を支援するとともに、大学の知的財産である教員とその優れた

研究活動を広く学外に公開するため、現在、大学ＨＰで教員業績を紹介するためのデータ整備作

業を開始しており、2009 年度中の公開を目指している。 

また『研究紀要』には数年前から論文以外に、研究ノート、資料、報告等の新しいジャンルが

導入された。これにより実技、創作、教育系に属する教員の投稿の促進が望まれている。 

音楽研究所、楽器学資料館とも、社会の求める研究機関としての責務のために、組織的な充実

を図り、日本および世界にとって意味のある研究活動を推進することをさらなる目標として取り

組んでいる。今後は、それぞれのプロジェクトの成果を基に、展示および演奏会等の企画を進め

る。 

研究費に関して審議を行っている研究費等審査委員会において、個人研究費「一般支給」の支

給額に関して数回の検討会がもたれ、支給額を見直すという方向で 2007 年 12 月に学長に答申が

出され、その後も継続審議されている。 
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新校舎の建築が見込まれており、教員にとってより良好な研究環境を整備すべく、防音、スペ

ース、機材等の面での改善を計画している。特に防音面に関しては、2003 年より教員、職員、音

響設計専門業者による「音空間プロジェクト」を立ち上げ、検討を重ねてきた結果を新校舎に取

り入れる予定でおり、改善が見込まれる。さらに、学内ＬＡＮの整備については、2009 年度予算

で実施することが理事会にて決定されたところである。 

新カリキュラムおよびコース制に関しては 2007 年度に完成年度を迎え、初の卒業生を送り出し

た。今後その総括を行い、より効率の良い授業運営を目指して議論を深め、教員の負担を軽減す

べく必要とあれば内容の改善・修正を行っていくことが必要となろう。2008 年度中には、新たな

委員会を立ち上げ、検討が始まる予定である。 

2007 年度の研究費等審査委員会において、「国外研究等」および個人研究費「特別支給」につ

いて以下の改善案が答申された。 

・これらの研究費に対しては、受給のハードルが高いとみなされているふしがある。申請および

審査方法を公示するなど、情報を浸透させる必要がある。 

・申請時期を年に複数回設定する。あるいは特定の時期に限定せず、随時申請できるようにする。 

・当該年度の数年前から申請が可能なようにし、これによって、海外研修計画あるいは海外研修

によって生じる授業サポートの体制計画をたてやすくする。 

・受給者を大学全体で奨励する体制を整え、これに関して教授会等で広報が行われることが望ま

しい。 

現在、これらの答申を受けて検討を開始している。 

大学として外部資金導入のための支援体制を強化するために、2008 年 4 月に「研究費に関する

規程」が改定され、科学研究費補助金等の申請に関する審査・支援を、研究費等審査委員会が行

うことになった。また、教員にさらなる応募を促すために、2008 年度初めて科学研究費補助金の

説明会を開き、応募に向けた学内事務手続きに関する説明が行われ、2007 年度の 4倍となる 8件

の申請があった。今後も、これらの科学研究費補助金獲得に向けての支援活動は継続・強化する

予定である。 
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７ 社会貢献 

 

【到達目標】 

 大学の積極的な社会貢献が求められている現在、大学が培ってきた知的財産や文化を社会へ還

元することは、重要な社会貢献である。本学では音楽文化の振興に寄与するため、教育・研究活

動における成果を広く積極的に地域・社会に還元するとともに、地域・社会との連携・交流を促

進する。 

・社会に貢献する本学ならではの取り組みを積極的に推進する。 

・立川市をはじめとする近隣地域との連携、交流を図る仕組みを構築し、地域社会への貢献を推

進する。 

 

 

7-1 社会への貢献 

本学では「大学教育研究協議会」第一期答申書（1995 年 1 月）の「音楽大学のアイデンティテ

ィともいえる音楽演奏活動を、より創造的に活性化させるために、全学的規模での『演奏部』を

学内に設ける。」という内容を受け、2000 年 4 月に演奏部を設置し、教育研究成果の発表の場を

増すと同時に社会貢献に一層力を入れるよう心がけてきた。その結果、現在では本学が主催する

コンサート、公開レッスンは年間 40 回以上、さらに各科目会が主催する「学内演奏会」や学生企

画による「芸術祭」「七夕祭」なども加えると、その数は 70 回以上におよび、それらはほとんど

全て一般公開され、その大半が本学講堂で開催されている。 

 

7-1-1 社会との文化交流を目的とした教育システム 

○社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度 

【現状説明】 

本学の演奏系授業の大半は、その成果が公開されることを前提に授業が行われている。学生の

教育成果の発表の場としての演奏会など公開の現状は、次のとおりである。 

（１）定期演奏会 

オーケストラ（年 2回）、吹奏楽（同 2回）、打楽器アンサンブル（同 1回）、合唱（同 1回）な

どの集団アンサンブル授業は、その成果の発表の場が大学主催の「定期演奏会」として位置づけ

られており、演奏部のサポートのもと行き届いた広報もなされ、各定期演奏会には近隣をはじめ

とする一般市民が数多く訪れている。また、オーディション制により出演者（出品者）を決めて

いる「ソロ・室内楽定期演奏会」（年 3 回）と作曲作品展（年 1 回）、および成績優秀者による卒

業演奏会も学生たちの研鑽の成果を発表する場として、これも多くの一般市民が訪れている。 

（２）大学院オペラ、中間発表会、リート・アンサンブル演奏会、新人演奏会、博士課程研究コ

ンサート 
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これらはいずれも大学院学生による演奏会である。なかでも大学院オペラは本格的でしかも上

質な上演が低廉なチケット料金で鑑賞できることから、年々大きな人気を博している。2006 年に

上演されたモーツァルトの「イドメネオ」は、音楽雑誌や専門紙上で評論家から「年間ベスト 5」

に入る優れた上演として取り上げられ、また、2007 年の「フィガロの結婚」は文化庁の人材育成

支援事業に採択された。 

（３）学内演奏会 

「学内演奏会」は定期演奏会のように大学主催という位置付けではなく、各科目会が主管して

行われるものである。B オーケストラ（年 2 回）、ウインドシンフォニー（年 2 回）、打楽器アン

サンブル（年 1 回）の他、ヴォーカル・コンサート、ピアノ演奏会、室内楽演奏会などがある。

作曲についても、創作した作品を発表する場として全ての学年で試演会を行っている。演奏部所

轄ではないので、広報に行き届かない部分はあるが、各々の演奏会とも、学生の熱意が伝わる内

容を持つ演奏会として社会に認知されつつある。 

（４）ピアノ指導者コース指導実習 

実習のための生徒を近隣から募集し、学生は毎週 1 回生徒宅を訪れてレッスンを行い（指導実

習）、また、月に 1度大学で当該生徒のレッスンを担当教員が行い、学生がそれを聴講することに

より、指導方法の点検を行うというシステムである。直接的な交流が実践できるシステムである

と同時に、教育研究成果の社会還元という意味合いも持っている制度である。 

（５）音楽教育、リトミック、幼児教育のゼミ発表 

各専攻では、普段の講義や演習で学んだ成果を発表する場として、学内にて発表会を催してい

る。これらの成果は、地域の小中学校や幼稚園、保育園などを訪問し子ども達を対象として発表

することも多い。また、学生は中学校の合唱・吹奏楽のボランティア指導者として参加し、各学

校からは大変好感をもって受け入れられている。 

（６）コンピュータ音楽コンサート 

 コンピュータ音楽専攻生によるコンサート「Sonic Interaction」は、学外にて年に 2回開催さ

れている。作品の出品のみならず、企画制作、ＰＡ（音響）、舞台転換、広報に至るまでの全てを

学生の手により行い、国内では技術的経済的に実現の困難なインタラクティブ・コンピュータ音

楽やマルチメディア作品の公演を、非常に高いレベルで実現している。また、芸術系や工学系の

大学約 20 校が一堂に会する「インターカレッジ・コンピュータ音楽コンサート」にも毎年参加し、

この分野を牽引している。 

（７）七夕祭 

すでに 50 年以上の歴史を持つ「七夕祭」は、幼児教育専攻生を中心に学生が主体となって毎年

7月に開催されるもので、周辺地域の子供たちを招待し、様々な「遊び」や和太鼓の演奏、踊り、

お話と音楽等、多彩な催しを通して交流を深めることを目的としている。地域における恒例行事

として来場者は近年益々増加しており、学生たちにとっても実際に幼児・児童と触れ合うことに

より、その実体験をもとにさらに自己の学習に生かそうとするものであると同時に、教育成果を
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社会に還元する機会ともなっている。 

（８）音楽鑑賞教室 

「7-1-4 国や自治体の政策形成への寄与」の項に記載。 

 

7-1-2 公開講座 

○公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況 

【現状説明】 

本学では、音楽大学という特性を生かして、さまざまな公開講座が実施されている。内容を大

別すると、音楽講習会や吹奏楽ワークショップのように期間を設けて開催するものと、公開レッ

スンや音楽研究所の講座など随時開催するものとがある。 

（１）夏期音楽講習会 

本学の社会人対象の音楽講習会のルーツは 1935 年まで遡ることができるが、現状の規模・形態

になってからも 50 年以上の歴史をもち、主に教育現場等に従事している「音大卒業生」を対象に

「リカレント教育」の一翼を担ってきた。毎年 7 月下旬～8 月上旬に開催されている。2007 年度

の開講講座は下記のとおりで、卒業生のみならず、音楽を専門に学んだ者や一般の愛好家も含め、

556 名の参加者が受講した。 

①コレペティートルと声楽家のための講座（Ⅰ/Ⅱ） 

②リトミック講座 

③ピアノ講座（A. クラシックピアノ/B. ジャズピアノ/C. ポピュラーピアノ/D. トレーニング・

オブ・アナリーゼ） 

④音楽基礎理論講座（初級/上級） 

⑤指導者のためのソルフェージュ教育法講座 

⑥楽器学入門講座 

⑦音楽療法講座 

（２）吹奏楽ワークショップ 

2008 年 6 月に初めて、中・高生を対象に 2 日間に亘って開催され、900 名を超える参加者が来

学した。講師が本学教員および卒業生であること、また、参加料は無料であること、吹奏楽に用

いられるほぼ全種類の楽器を対象とし、会場には「楽器メンテナンス・コーナー」も設置するな

ど、行き届いた運営が大きな評価を得た。本ワークショップは社会的なニーズが高く、今後毎年

開催していく予定となっている。 

（３）公開レッスン・特別レッスン等 

本学の公開レッスンは、内外から著名な演奏家・教育者を招聘して開催されるもので、演奏部

事務室所轄の「公開レッスン」と各科目会や大学院の各専攻所轄の「特別レッスン」に大別され

る。とくに演奏部事務室が運営する「公開レッスン」は、多くの場合、講堂小ホールを会場とし、

広く広報されることにより、学内からだけでなく多くの一般市民が参加している。市民参加とし
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ては、聴衆（フロア）としてのみの参加ではあるが、著名な講師の高度な技術内容を学生ととも

に学ぶことができる。 

（４）音楽研究所 

2006 年度まで「ベートーヴェン研究」と「音楽療法研究」の 2部門で活動してきた音楽研究所

は、研究テーマに沿った「お話と演奏」の連続講座や、連続講演会を開催してきた。2008 年より

リニューアルして「バッハ演奏研究プロジェクト」と「オペラ演奏研究プロジェクト」という 2

つの研究プロジェクトを立ち上げたが、そこでの活動は、学外からの受講者も加えた研究会の開

催と、研究成果の発表としての演奏会を行っている。 

（５）楽器学資料館 

楽器学資料館では、世界中の楽器の収集・研究と同時に、所蔵楽器を公開することにより、社

会への還元を行っている。開館日は毎週水曜日で、一般の人でも展示室の見学ができるほか、実

際に楽器に触れて音を出したり、楽器の説明を聞いたりすることができる。また、各種楽器専門

の演奏家による解説を交えたレクチュアコンサートや公開講座等を随時開催してきたが、近年は、

毎年夏休みに「夏休み特別企画：子ども見学会 ～楽器を学ぼう・楽器で遊ぼう～」シリーズを開

催している。 

 

7-1-3 教育研究成果の社会への還元 

○教育研究の成果の社会への還元状況 

【現状説明】 

本学で、教育研究の成果として行いつつ、社会へ向けたコンサートという意味合いも持ったも

のとして、次のコンサートが挙げられる。 

（１）親子で楽しめる国立音楽大学ファミリーコンサート 

本コンサートは日頃育児のためにコンサートに行くことができない人々にも文字どおり「親子

で」楽しんでいただけるよう、ゼロ歳児から入場可としているコンサートである。既に 7 回を数

え、毎回用意された整理券（中学生以上当日 500 円ワンコイン徴収）が数日で出払ってしまうほ

どの盛況となり、2008 年度は整理券を入手できなかった方々のために、当日のゲネプロを無料で

公開した。 

（２）聴き伝わるもの、聴き伝えるもの～20 世紀音楽から未来に向けて～（現代音楽コンサート） 

2005 年度から始まり、聴き伝わるもの＝20 世紀音楽の名作と、聴き伝えるもの＝委嘱新作、二

本の柱により、毎回優れたテーマにより開催している。企画に沿って選曲された作品は楽器編成

も様々で、豊富な人材を抱える大学ならではのコンサートとして、高く評価されている。2007 年

度文化庁人材育成支援事業にも採択された。 

（３）コンサート・シリーズ「モーツァルトの美意識を探る」（地方同調会共催コンサート） 

本学では大学院オペラで毎年モーツァルトのオペラを取り上げるなど、永年にわたってモーツ

ァルトを研究の中心に据えてきた。現在、そのモーツァルト研究の中心的存在の一人である礒山
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雅教授の企画・構成による本コンサート・シリーズは 2006 年度から始まり、本学の同窓会組織で

ある同調会との共催により、地方で開催しているものである。（2006 年松山・倉敷、2007 年仙台・

札幌、2008 年金沢・新潟） 

（４）夏のコンサート 

夏のコンサートは毎年、音楽講習会開催中の 8 月 1 日に教員を演奏者として開催している無料

コンサートである。従来は講習会受講生を対象としていたが、近年は広く社会に向けても広報さ

れているため、毎回、近隣から多くの入場者があり大ホールがほぼ満席となる人気を博している。 

 

7-1-4 国や自治体の政策形成への寄与 

○国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

【現状説明】 

地方自治体や国との連携については、次のようなものがある。 

（１）音楽鑑賞教室（近隣教育委員会主催他） 

立川市、小平市、昭島市の小学生または中学生対象の音楽鑑賞教室は、数十年の歴史を持つ事

業として、近隣教育委員会からの依頼によって実施している。オーケストラのプログラムと吹奏

楽のプログラムがあり、小・中学生に生の本物の音楽に触れされる良い機会となって、音楽教育

政策の一部に永年にわたって寄与している。なお、音楽鑑賞教室は自治体からの依頼の他、学校

やＰＴＡから直接依頼されることもあり、学事予定が許す限り受け入れることとしている。 

（２）立川市との提携 

本学では、これまでも立川市内の唯一の大学として、立川市民オペラや市内小・中学校の音楽

鑑賞教室等の事業で立川市と連携を図ってきたが、2008 年 3 月、地域の芸術・文化・教育を発展

させるための協定を締結し、より一層の連携・協力を図り、音楽を通したまちづくりおよび人材

育成等に貢献することが期待されている。2008 年度からは、これら音楽に絡む事業を円滑に推進

するための連絡協議会が設置され、協定記念コンサートを開催するほか、市民のための演奏会見

学ツアーなども行った。 

（３）ふれあいミュージック・フェスティヴァルほか 

ふれあいミュージック・フェスティヴァルは、立川市市民活動センターの主催、東京ガスの協

賛、本学の後援で毎年本学講堂大ホールにおいて開催している。企画・構成と演奏者をすべて大

学が提供しており、コンサートタイトルのとおり、障害者、老若男女がバリアフリーで触れ合う

ことのできるコンサートとして高い評価を得ている。また、本コンサートに向けて、事前に老人

ホームなど、コンサートに来られない方々のために「プレ・コンサート」として、学生ボランテ

ィアによる「出前コンサート」も数回にわたって開催している。その他、施設訪問コンサートは

随時行っている。 

（４）東京都教育委員会との関係 

東京都教職員研修センターの依頼により、本学の教職科目担当の教員を講師とし、本学施設を
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提供して、東京都の小・中・高校の教員に対する研修会を毎年夏に開催している。これは、東京

都の音楽教員の人材育成に寄与するものとなっている。 

（５）文部科学省・文化庁関係 

教材資料の提供他、文科省の依頼については、随時協力を行っている。また、文化庁の芸術団

体人材育成支援事業に、2006 年、2007 年と 2 年連続で採択された。2007 年度は「2007 国立音

楽大学大学院オペラ公演 『フィガロの結婚』」と「演奏会『聴き伝わるもの、聴き伝えるもの－

20 世紀音楽から未来に向けて』第 3夜：アメリカ実験音楽の風景」の 2つの事業で、文化行政の

一端に寄与している。 

（６）宮内庁関係 

毎年 3 月に宮内庁桃華楽堂で開催されている演奏会（音楽大学卒業生演奏会）では、他の４大

学と共に出演者を提供、当日の舞台運営などを受け持つなど、永年にわたって協力を行っている。 

 

7-1-5 大学の施設・設備の開放、社会との共同利用 

○大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその有効性 

【現状説明】 

大・小ホールの他 4 つのリハーサル室を有する本学講堂は、教育委員会や自治体を除いて、外

部団体の利用に供する形はとっていないが、前項までに延べてきた大半の事業の会場として使わ

れ、いわば、大学と近隣地域・社会との連携・交流の拠点として位置づけられている。その他、

例えば吹奏楽ワークショップでは、講堂の全てのリハーサル室の他、6 号館、S.P.C.、1、3 号館

など 38 の教室を開放して開催している。本学の附属図書館は、学生、教職員、卒業生だけでなく、

音楽に関する調査・研究に従事する学外の人も外部利用者として利用できるようになっている。

また、前述のように、楽器学資料館も開館日には、広く一般の人にも開放して、見学できるよう

になっている。 

さらに、本学のキャンパスは、「七夕祭」や「芸術祭」において広く開放され、2007 年度の芸

術祭には近隣から 3日間で約 5500 人もの人々が訪れた。その他、近隣の養護施設等から遠足で訪

れることもあり、その際には、講堂のホワイエでミニコンサートを開催するなど、施設からの要

望に応えるよう努めている。 

そのほか、小・中・高校生が「総合学習」などの一環として本学を訪れ、講堂（ホール）や楽

器学資料館、図書館を見学したり、授業を聴講し、担当教員や学生たちと懇談して音楽への興味

を高める手助けをしている。2007 年度は、小中学生 22 件、高校生 20 件、合わせて 42 件の来訪

者があった。 

 

7-2 企業等との連携 

●大学と大学以外の社会組織体との教育研究上の連携策 

【現状説明】 
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本学と NHK 交響楽団および NHK との関係は深い。本学創立は NHK 交響楽団（旧・新響）と同じ

1926 年だが、翌 27 年に本学合唱団が初めて共演して以来、両者は今日に至るまで数多くの演奏

会を成功に導いてきた。同交響楽団からの合唱の出演依頼は毎年受けており、年末のベートーヴ

ェン交響曲第 9番の演奏会以外でも、「N響定期 1000 回記念公演」や「同創立 80 周年記念演奏会」

など、節目の重要なコンサートにも数多く出演してきた。また、出演コンサートのほぼ全ては NHK

テレビ・FM 放送で放映放送され、また、その他の番組でも制作・取材協力を積極的に行うなど、

随時連携を行っている。なお、近年、本学の合唱団は楽壇での評価が極めて高く、N 響の他、読

売日本交響楽団等からも、ほぼ定期的に出演依頼を受けている。 

また、我が国の代表的音楽ホール、サントリーホールとは、「レインボウ 21」において、学生

の企画によるコンサートをホールのプロデューサーと共に制作を実体験する事業で連携を図って

いるほか、2006 年 5 月に開催された「ホールオペラ・アカデミー公演」歌劇＜ファルスタッフ＞

においては、練習施設の提供の他、本学の学生オーケストラと合唱団が参加、さらにマネージメ

ント・コース、指揮者コースの学生なども参加し、サントリーホールが提供する世界的な歌手、

指揮者との共演により、共催公演として実施した。音楽大学と民間ホールとの協同事業として大

きな成果をあげた例といえる。また、2007 年より 3年間にわたって同ホールで開催されているモ

ーツァルトのオペラ・シリーズには、依頼を受けて本学学生が合唱団員として出演している。 

マネージメント・コースをはじめとするいくつかのコースでも、学外企業との連携によりイン

ターンシップの教育システムを導入し、相互協力による人材育成を図っている。 

 

【点検・評価】 

これまで述べてきたように、本学は「音楽大学」という特性を最大限に活かし、様々な社会貢

献への施策を展開してきた。その象徴的な一例が、学部生による「定期演奏会」である。定期演

奏会は、授業そのものが公開されることを前提に行われている。とくにオーケストラやブラスの

定期演奏会では、指揮者に外部から著名な人を招聘するなどし、入念な指導を経て本公演を迎え

ている。教育成果の発表の場が、同時に社会に芸術的・文化的享受の場を提供しているという点

において、教育システムの充実度は高いと評価される。また、一部の定期演奏会では、毎回、内

外の作曲家に新作委嘱を行っている点も、音楽文化の振興という視点から高く評価される。本学

の講堂を中心に開催されている数多くの催しは学部術科試験などの例外を除いて、ほぼ全てが社

会との文化交流、教育研究成果の社会への還元を強く意識して行われている。これらは年間約 70

回に及んでおり、その大半は大学が発行する「年間コンサート・スケジュール」、公式ホームペー

ジ、新聞折り込み広告などによって広く社会に向けて広報され、近年益々注目を集め、入場者数

も顕著な増加が見られている。 

このような行事は、単なる「イベント」として消化されるのではなく、学生の授業成果の発表、

教育研究機関としての大学が社会にその成果を還元するもの、地域社会との交流、自治体などの

施策協力、また音楽文化の振興など、それぞれに明確な目的をもち、さらに相互に連関しあいな
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がら実施されている。その意味において、「到達目標」に掲げた「社会に貢献する本学ならではの

取り組みを積極的に推進」し、また「立川市をはじめとする近隣地域との連携、交流を図る仕組

みを構築し、地域社会への貢献を推進する」目標はほぼ達成段階にあるといえる。 

 2008 年度から始まった吹奏楽ワークショップは、音楽大学の特性を活かした本学ならではの取

り組みで、社会のニーズに応えた事業として高く評価できる。 

 

【改善方策】 

現在、立川市と文化協定を締結しているが、さらに他の自治体、財団等との提携も押し進める

べきである。2009 年度からは、青少年育成支援と社会福祉活動を目的としている「青梅佐藤財団」

依頼によるコンサートと吹奏楽クリニック（各２回）も開催が決定している。 

中・高生を対象に 2008 年初めて開催した吹奏楽ワークショップは、毎年開催することは当然と

して、例えば、地方でも開催するなど、さらにニーズに応えるべく企画を充実させていく方向に

ある。また、小学生対象のワークショップも社会的要求度が高く、開催に向けての企画を検討し

ている。ファミリーコンサートは近年益々人気が高まり、1 回公演では整理券を入手できない人

が増えてきている。現在はゲネプロを公開にすることにより対応しているが、2 回公演にするな

どの措置が求められる。さらに、こうした内容のコンサートは社会的なニーズが極めて高いこと

が実証されているので、ファミリーコンサートに加えて、新しい企画（例えば、12 月にベートー

ヴェンの「第九演奏会」を近隣の人たちのために開催する等）も立ち上げるべき時期に来ている

と考えられる。 

音楽講習会は現状の開講講座の種類の見直しとともに、例えば「吹奏楽指導者講座」などを立

ち上げることにより、ワークショップとの連携を形成することができる。高校の吹奏楽コンクー

ル時期との兼ね合いもあるが、こうしたいくつかの事業を連携させることにより、事業相互の内

容を一層高める試みが肝要である。また、適宜な時期を見据えた随時開催する講座も立ち上げる

こともよい。 
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８ 教員組織 

 

【到達目標】 

本学の理念・目的・教育目標を実現し、教育内容の充実を図るために、適切な教員組織をし、

優秀な教員を配置する。 

・教員の採用に際しては、教員の年齢構成および男女比構成に配慮した適正な教員組織を整備す

る。 

・本学の教育・研究内容に相応しい資質・能力を持った、各分野の第一線で活躍している優秀な

教員を配置するとともに、本学の目指す教育を実現するのに充分な教員数を確保する。 

 

 

8-1 学部の教員組織 

8-1-1 教員組織の適切性、専任教員の配置状況 

○学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該学部の

教員組織の適切性 

○主要な授業科目への専任教員の配置状況  

○教員組織の年齢構成の適切性  

○大学と併設短期大学（部）における各々固有の人員配置の適切性 

【現状説明】 

本学では、「自由・自主・自律の精神を以て良識ある音楽家、教育者を育成し、日本および世界

の文化の発展に寄与する」ことを基本的理念とし、音楽学部に演奏学科、音楽文化デザイン学科、

音楽教育学科の 3学科を設置している。 

教員の組織としては、演奏学科に 61 名、音楽文化デザイン学科に 35 名、音楽教育学科に 17 名、

合計 113 名の専任教員が所属しており、設置基準上必要な専任教員数 52 名を大幅に上回る教員数

となっている。 

教育課程を円滑に運営推進するために、本学では演奏表現機構、総合表現機構、音楽文化機構、

音楽教育機構という 4 つの機構と各機構の下に科目会が置かれている。演奏表現機構には、声楽

科目会、鍵盤楽器科目会、弦管打楽器科目会という 3 つの科目会、音楽文化機構には、創作科目

会と研究・療法科目会という 2 つの科目会、音楽教育機構には音楽教育科目会が位置づけられ、

各学科および専攻・コースの運営にあたっている。専任教員はいずれか 1 つの科目会に所属し、

教育内容の確認やカリキュラムの円滑な運営について協議している。これらのうち、研究療法科

目会には、音楽研究専修と音楽療法専修の教員以外に、教養科目、外国語科目や学芸員課程の担

当教員も属し、学生の学問的興味を充実させる授業を展開できる仕組みが取られている。また音

楽教育科目会には教職科目担当の教員も含まれていて、教育全般について統括している。基礎課

程における必修の基礎科目のうち、音楽基礎演習（ソルフェージュ、ハーモニー）は創作科目会
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の担当者会議に、音楽基礎教養（音楽概論、西洋音楽史概説、音楽文化論）と外国語コミュニケ

ーションは研究・療法科目会のそれぞれの担当者会議に授業運営が委ねられている。 

非常勤教員については、非常勤講師のほか、客員教授、客員准教授がおり、合計 286 名となっ

ている。専非比率は、専任教員 28％、非常勤教員 72％となっている。このように、全体の約 3分

の 2 を非常勤教員が占めているが、これは音楽大学の特色であるマンツーマンあるいは少人数教

育による徹底した音楽指導のために多くの教員を必要とすることによる。ただし、これを総授業

コマ数で換算した時、専任教員のコマ数は計 523 コマ、一方の非常勤教員のコマ数は計 441 コマ

となっており、教員比率のアンバランスは特に問題とはならない。 

また、必修の専門教育科目においては、平均 54％のコマ数を専任教員が担当しており、とりわ

け声楽専修、鍵盤楽器専修においては専任教員が必修科目の 60％以上を担当している（【基礎デ

ータ（表 3）】「開設授業科目における専兼比率」参照）。2006 年度から開設しているコース（3年

次から受講可）には 34 のコースを設置しているが、その専門性は多岐に及んでおり、それぞれ独

自の教育課程を設けているため、これらのコースでは、受講学生数をあらかじめ少人数に絞りこ

んでいるものの、教育内容の多様化に伴う専門の細分化という点で、非常勤講師の協力は欠かせ

ないものとなっている。 

専任教員 1人あたりの学生数は 4.1～32.2 人と少なく、学部全体としても 17.3 人と少人数教育

の充分可能な教員組織となっている。特に、音楽文化デザイン学科は、入学定員が少ないことも

あるが専任教員 1人あたりの学生数が 4.1 人と少なく、充実している。 

専任教員の年齢構成は、比較的バランスよく配置されている。2005 年度においては、61 歳以上

が 39 名（33.1％）、その内教授は 21 名（42％）となっており、60 歳以上の割合が高かったが、

定年退職と若手の積極的採用により、現在はそのアンバランスは若干改善されている。（【基礎デ

ータ（表 21）】参照。60 歳代 20％強、50 歳代 40％強、40 歳代 30％強、30 歳代 5％強。） 

本学は、短期大学（部）は併設していない。 

 

8-1-2 大学設置基準との関係における適切性 

○大学設置基準第12条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は、専ら自大学に

おける教育研究に従事しているか) 

【現状説明】 

本学ではすべての専任教員が本学のみを本務としている。他大学で非常勤講師等をする場合は、

届出をすることになっている。 

 

8-1-3 教員間における連絡調整 

○教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性 

【現状説明】 

教育課程編成等は、主として教務委員会で審議され、教授会に提案された後、決定される。教
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務委員会は、教授会に所属する各科目会から選出された委員によって構成されている。また、各

機構間の連絡調整及び意見の集約のために、学長・副学長・各機構長および学務部長・学長事務

室長によって構成される「学務機構長会議」が月約 2回程度開催されている。 

さらに、各教員は、授業運営に伴う様々な問題について科目会で話題に載せることができる。

科目会での協議を経た問題は、教務委員会その他の委員会で審議され、その後必要に応じて教授

会に報告・審議される。 

全学科の学生を横断して実施されるソルフェージュ、ハーモニーなどの基礎科目の授業は、そ

れぞれ担当者会議を設けて、専任教員を中心にその調整や実施上の問題点を指摘し合い、改善を

行っている。また、非常勤講師への連絡調整については、担当者会議に年間数回出席を求めて、

円滑な教育展開を図っている。 

 

8-1-4 社会人、外国人の受け入れ、女性教員の割合 

●教員組織における社会人の受け入れ状況 

●教員組織における外国人の受け入れ状況 

●教員組織における女性教員の占める割合 

【現状説明】 

本学では、術科関連授業や教職関連科目などで、多くの社会人出身の教員を受け入れている。

特に、演奏系教員はプロの演奏団体から、また教職系教員については中学・高等学校等の現場教

職経験者を中心に採用してきている。2008 年度在職教員中、弦・管・打楽器担当教員で演奏団体

経験者は専任で 80％、非常勤で 40.5％、教職系教員のうち教員経験者は、専任で 75％、非常勤

で 56.5％となっている。 

外国人教員は、2008 年度現在、教授 2名（作曲、外国語科目）、非常勤講師 9名（外国語科目）

の計 11 名となっている。外国語科目については、ネイティブの教員を多く採用して、コミュニケ

ーション能力を高める授業を展開している。 

女性教員数は、専任教員の 40％、非常勤教員の 43％を女性が占めている。 

 

8-1-5 教育研究支援職員の配置、教員との関係 

○実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整

備状況と人員配置の適切性 

○教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性  

【現状説明】 

本学では、実験・実習を伴う授業科目としては、声楽・ピアノ・弦管打などの実技関係の授業

があるが、伴奏者や共演者など、授業補助と称する演奏補助員を置いて、授業運営を円滑に行う

支援をしている。授業補助に対しては、授業科目ごとに担当教員が責任を持って出勤管理や授業

への関与の指示を行っている。 
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情報処理関連の教育においては、本学メディアセンター職員がレファレンスルームでの授業を

中心にサポートしている。特に、音楽メディアを用いた創作関連の演習、卒業研究・レポート作

成に伴うコンピュータの使用にあたっては、専門的なノウハウを持つメディアセンター職員の役

割は大きく、教員とメディアセンター職員とが連携を図り、円滑な授業運営を行っている。 

また、音楽学、コンピュータ音楽、ソルフェージュ・ハーモニーなどの音楽理論系の授業運営

を補助するため、各研究室に事務補助としての助手を置いている。教員の授業準備を補助するほ

か、1つの授業科目に 10 数人の教員が関わる基礎課程全員を対象とする必修の基礎科目において

は、教員間の連絡調整や定期試験の実施など、教務課員と協力しながら授業運営全般に関わって

いる。 

 

8-1-6 ティーチング・アシスタントの制度化と活用 

●ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性 

【現状説明】 

本学では、2007 年度にティーチング・アシスタント規程を策定し、2007 年度後期からＴＡ制度

による授業サポートを始めた。2007 年度は、大学院博士後期課程の開設された年で、１年次生 5

名がＴＡに採用された。2008 年度からは、大学院修士課程在籍者も加えている。いずれの場合も、

博士後期課程学生は「教授法」を、修士課程の学生は「指導法」を半期履修したのちのＴＡ担当

となる。2008 年度後期からは約 30 名余の院生がＴＡとして学部の授業に従事している。ただし、

学生としての本分の活動に支障を及ぼさないように、現時点では修士在籍者は 1 コマ、博士在籍

者は 2コマに絞って担当をさせるようにしている。 

 

8-1-7 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

○教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 

●任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

【現状説明】 

 教員の募集・任免・昇格の基準及び手続きについては、本学「教員資格審査規程」および「教

員資格審査委員会規程」により規定されている。教授、准教授、専任講師、助教、助手、非常勤

講師のそれぞれについて、資格基準が明示され、それに従って募集・任免・昇格が行われる。手

続としては、学長が、教授会議（教授のみで構成）の選挙によって選ばれた教員で構成される教

員資格審査委員会に諮問を行い、その委員会の答申に基づき学長が理事会に諮り決定している。

なお、任期制採用は、専任教員については現在実施していないが、演奏系若手教員の育成の機会

提供を図るため、契約の更新を2年までとする「非常勤講師（表現科目担当）に関する規程」によ

り、専攻生以外の実技レッスンを担当する非常勤講師を採用している。 

 



 

 94

8-1-8 公募制の実施  

【現状説明】 

教員の選考に伴う公募も実施している（【表8-1】教員公募実施状況 参照）。2003年度からの4

年間では、毎年公募を実施し、教授2名、准教授（採用時は助教授）1名、非常勤講師18名の採用

を行った。特に、演奏系の教員採用時には、1次の書類選考のほか、2次では演奏実技試験（オー

ディション）や、学生を生徒役に見立てた模擬授業、面接を行っており、外部審査員も加えて審

査を実施するなど、公平な審査を行っている。 

公募の告知は、本学ホームページ、研究者人材データベース（JREC-IN）、他大学への要項送付

のほか、演奏団体や関係学会などにも要項を送付して広く募っている。 

【表 8-1】 教員公募実施状況 

公募実施年度 募集分野 教授 助教授 専任講師 非常勤講師 合 計 

2003 年度 

声楽    ３(０) ３(０) 

ピアノ    ４(３) ４(３) 

幼児教育 ２(１)    ２(１) 

2004 年度 英語    ５(５) ５(５) 

2005 年度 
幼児教育    １(０) １(０) 

英語  １(１)   １(１) 

2006 年度 声楽    ５(２) ５(２) 

合 計  ２(１) １(１) ０ 18(10) 21(12) 

※（ ）内は他大学出身者で内数 

 

8-1-9 教育研究活動の評価 

○教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

○教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性  

【現状説明】 

教員の教育活動・研究実績に関する評価は、定期的には行っていないが、新規採用時、昇任審

査時は評価を行っている。 

この審査は、「教員資格審査規程」に基づいて行われるが、教員資格審査委員会での審議時には、

規程に明記された基準以外に「審査の視点」として、「教育活動」「研究活動」「社会活動」「専攻

（門）性」という項目があり、これらを勘案し、審査を行っている。 

また、教員の教育・研究業績は、社会的にも公開され評価されている。これまで「教育研究活

動要覧」を 3 巻刊行しているが、当初より、著書・論文といった研究活動のほか、演奏系教員の

演奏活動実績や、音楽大学ならではの活動（教育文化活動）を掲載できる項目を盛り込み、教員

の幅広い活動を評価している。教員は、平素の研究活動及び教育活動について、学内の研究紀要

や大学院研究年報をはじめ学外の学会などへ投稿したり口頭発表したり、また、演奏系教員はリ
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サイタルなど演奏会への出演を通して、広く社会に情報を発信している。その成果は、研究開発

支援総合ディレクトリ(ReaD)（独立行政法人科学技術振興機構（JST））など、インターネット上

のデータベースにても公開されている。 

 

【点検・評価】 

教員組織としては、学生数に見合う十分な数の教員が配置されている。特に、2004 年度に学科

再編・カリキュラム改定とともに、少子化に対応して学生定員数を縮小したが、教員を同規模で

削減することなく、教育内容の充実を維持している。専任と非常勤の教員比率は、より専門に特

化した教育を行うために必要な数で、アンバランスは特に問題にならない。また、専任教員 1 人

あたりの学生数が少ないことは、一人ひとりの学生に充分な配慮のできる教育体制となっている

ことを表している。 

教員の年齢構成は、極端な偏りはなく、最年少の 34 歳から 65 歳まで幅広く概ねバランスの取

れた構成となっているが、50 歳代がやや多く 30 歳代が少なくなっている。これは、音楽大学の

特色ともいえるが、演奏家として現役で活躍しつつ経験豊かな実技系教員を多く必要とすること

に起因する。また、本学では入学定員を 660 名から 450 名へと段階的に減らしてきた中で、専任

教員の採用を抑制してきているという状況もある。今後は、若手教員の採用を積極的に図るとと

もに、大学院博士後期課程の完成とともに修了者の採用も考えていく。 

各教員は、科目会をはじめ、各科目会から選出された委員によって構成されている教務委員会

ほか、関連する委員会で、授業運営等に関して協議することができ、教員の意見の調整集約が図

られている。教授会も、協議・連絡調整の場として適切に運営されている。現時点では、教育運

営にかかわる意思決定について、問題なく運営され、総じて、民主的に問題解決が図られるシス

テムは整っている。 

社会人の受け入れについては、かなりの割合で経験者を採用しており、評価できる。また、女

性教員についても、音楽大学という特質ではあるが、専任、非常勤ともに半分近くと極めて割合

が高い。外国人教員については、若干少ないように思えるが、正規の教員以外に海外の演奏家等

を公開レッスンや特別講座の講師として招聘している。 

本学では現在、助教・助手の制度はあるが、そのポストに従事している者はいない。代わりに、

授業の必要性に応じて、授業補助員や専門的なノウハウを持った職員によってサポートされてい

る。また、教務課及び教職課の職員が教員と学生との連絡調整にあたっており、現時点では教育

運営は支障なく運用されている。 

本学ではＴＡ制度を始めたばかりであり、現時点ではまだ十分な評価をすることはできないが、

「指導法」や「教授法」の科目を履修した上での実践としてＴＡに採用されるという制度は有効

であると考える。 

教員の募集・任免・昇格の基準及び手続きについては、適正かつ民主的に運用されており、特

に問題はない。今後、任期制の導入については検討が必要である。 
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演奏系の教員の採用においては、本学出身者に偏らず、他大学出身者も採用しており、公正・

適切に運用されている。2008 年度も、ドイツ語専任教員、声楽非常勤講師、ピアノ非常勤講師の

公募を行っており、今後も適時、厳正・公平に公募を実施していく予定である。 

採用および昇任選考時においては、個々の教員の教育研究活動を適切に評価しているが、今後、

昇任や新規採用審査以外でも評価を行うことが求められている。 

 

【改善方策】 

授業運営の円滑な実施のためには、教員組織における科目会の果たす役割は大きい。学務機構

と科目会を主体とする授業運営は、今後も現在の状況を維持していくことが望ましい。今後は、

非常勤教員に対して本学の教育方針や授業運営の標準化の徹底について、組織的に取り組んでい

く必要がある。 

また、年齢構成を考慮しつつ、同時に新しい時代に即した教育内容との兼ね合いの中で、若い

有能な人材の採用を視野に入れる必要がある。今後も現状を維持しつつ、資質の高い人材の登用

を図ることが重要で、教員採用に積極的に公募を取り入れ、広く人材を募っていく。 

今後はＴＡ制度を有効に活かし、教育研究のさらなる充実に取り組んでいく。 

本学教員の研究・教育業績の公開については、本学ホームページでも公開する予定で、現在準

備中である（2009 年度公開予定）。 

 

8-2 大学院研究科の教員組織 

8-2-1 教員組織の適切性 

○大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数、法令上の基準との関係にお

ける当該大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性 

【現状説明】 

本学大学院は「音楽の理論および実践を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与する

こと」を目的としている（本学大学院規則第 1 条）。修士課程には 5 専攻（声楽専攻、器楽専攻、

作曲専攻、音楽学専攻、音楽教育専攻）を、そして博士後期課程には音楽研究専攻の 1 専攻（5

領域：声楽研究領域、器楽研究領域、作曲研究領域、音楽学研究領域、音楽教育研究領域）を設

置している。これらの専攻・領域の教育目標に迫るために十分な数と質の教員を配置している。 

現在、修士課程には、59 名の学生が在籍している。そのための担当教員数は、兼任教員も含め、

声楽専攻 22 名、器楽専攻 31 名、作曲専攻 7 名、音楽学専攻 17 名、音楽教育学専攻 5 名である。

また、博士後期課程には現在 10 名が在籍している。博士課程担当の教員数は 5領域（声楽研究領

域、器楽研究領域、作曲研究領域、音楽学研究領域、音楽教育研究領域）に専任教員 38 名、兼任

教員 2名の教員を配置している（【基礎データ（表 19-3）】参照）。 
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8-2-2 教員の役割分担、連携体制 

○大学院研究科における組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担および連携体制

確保の状況 

【現状説明】 

大学院研究科の教育・研究を運営するために、「大学院規則」「大学院委員会規則」「大学院運営

委員会規程」に基づいて、大学院委員会および大学院運営委員会が設置されている。大学院委員

会は、教育課程の編成、ＦＤや入学試験、学位審査等の大学院全体の教育・研究を運営するため、

大学院専攻担当の全専任教員が出席する最高意思決定機関である。学長が委員長を務め、定期的

に委員会が開催されるが、副委員長が議長を務め、議事の進行にあたっている。 

また、大学院委員会の下に、大学院運営委員会が置かれている。この運営委員会は、大学院の

教育・研究の運営と実施に関わる事項を審議するために置かれ、委員長、副委員長のほか、各専

攻から選出された代表教員によって構成されている。 

 なお、本学では、大学院担当教員のほとんどが学部の授業も担当しており、学部教授会で大学

院の運営状況は逐次報告され、学部諸行事との調整連携を図っている。 

 

8-2-3 教育研究支援職員の配置、教員との関係 

○大学院研究科における研究支援職員の充実度 

○大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

【現状説明】 

学生数に比して十分な教員数を配しており、開講授業の大半は個人あるいは少人数で実施され

ているため、教育研究支援職員はさほど必要とならない。ただし、声楽専攻ではオペラ公演があ

り、授業であるとともに研究成果の発表の場でもあり、大学院修了生を中心とする助演者の存在

が重要なものとなっている。そのため、オペラ助演（嘱託）や伴奏者を教育支援職員として置き、

大学院担当教員との連絡調整をしながら、授業の質の維持に大きな役割を担っている。 

 

8-2-4 ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタントの制度化と活用 

●大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサーチ・アシスタント（ＲＡ）

の制度化の状況とその活用の適切性 

【現状説明】 

「8-1-6 ティーチング・アシスタントの制度化と活用」の項でも記載したように、2007 年に「テ

ィーチング・アシスタント規程」を設け、2007 年後期より博士後期課程で運用を開始した。2008

年度後期からは修士課程でもスタートしたが、いずれも「指導法」あるいは「教授法」の授業を

履修済みであることが条件となっている。 

リサーチ・アシスタント（ＲＡ）については、現在は制度化されていないが、2008 年度よりリ

ニューアルした音楽研究所の活動において、博士後期課程の学生を研究員として位置づけ、音楽
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研究所所員の教員とともに、研究会の開催・運営など研究活動を行っている。 

 

8-2-5 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 

○大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続きの内容とその運用の適切性 

【現状説明】 

大学院担当の募集・任免・昇格については「大学院教員資格審査規程」に基づいて運用されて

いる。大学院教員は、各専攻の研究教育の専門性に秀でた者の登用を図る必要がある。大学院運

営委員会で、研究業績や教育業績などを総合的に判断して審議したのち、大学院委員会の承認を

経て理事会で決定されている。 

 

8-2-6 教育・研究活動の評価 

○大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の実施状況とその有効性 

【現状説明】 

大学院担当教員はほぼ全員、学部と兼担しているため、特に大学院教員という観点での教育活

動、研究活動の評価は行っていない。ただし、学部教員と大学院教員に求められるものには差異

があるため、任用・昇任の審査に際してはその点も考慮して行っている。 

 

8-2-7 大学院と他の教育研究組織・機関等との関係 

○学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性 

【現状説明】 

本学大学院の専任教員は全員、本学の音楽学部の教員を兼務している。それによって大学と大学

院の教育研究の連続性や独自性を明確にすることができている。また、音楽研究所の所員を兼務

している者も多く、研究活動の活性化に役立っている。 

 対外的には、「国立音楽大学大学院委託生に関する規程」に基づき委託生制度を設け、国内外の

公的機関またはこれに準ずる団体から派遣された者を委託生として受け入れている。2008年度は、

この制度により海外の研究所や大学から、外国人委託生 3名を受け入れている。 

 

【点検・評価】 

大学設置基準で定める必要専任教員数を大幅に上回っており、また、高いレベルの研究指導を

行える教員を数多く配置し、目的を達成するために十分な教員組織となっている。特に、博士後

期課程は 2006 年に課程認定を申請し、教員資格及びその人数について審査を受け、認可されたば

かりである。 

大学院の教育研究支援体制については、少人数による質の高い授業が展開されている。特に、

声楽専攻では、助演やピアノ伴奏者を配置して、教育の円滑な運営に大きな役割を果たしている。 

大学院博士後期課程の学生を加えた音楽研究所との共同研究活動は、学生にとっても教員にとっ
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ても意義の深いものとなっている。2008 年度からスタートしたものなので、未だ成果は上がって

いないが、今後の発展が期待される。 

教員の募集・任免・昇格に関する規程は充分整備され、それに基づき適切に運用されている。 

選考時においては、個々の教員の教育研究活動を適切に評価しているが、昇任や新規採用審査

以外でも評価が必要と考える。 

まだ、十分とはいえないが、学長により積極的に国際化を推し進める方針が示されたため、徐々

にではあるが、海外との人的交流は進んできている。 

 

【改善方策】 

本学の大学院の質を落とすことなく、現在の教員組織を維持していくことが必要である。本学

の目指す大学院教育システムに合致しつつ、各領域の第一線で活躍する優秀な教員を今後も揃え

るよう、教員採用を進めていく。 

ＴＡ制度は、今後、動向を見ながら充実させる方向性を探っていく。併せて、ＲＡなど、音楽

研究所の研究活動に教員と学生とが関わっていく制度を確立していく。 
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９ 事務組織 

 

【到達目標】 

大学運営および教育・研究活動を円滑かつ効果的に進めるためには、的確な支援、推進をする

事務組織が必要である。また、適切な事務組織構築のために、個々の職員の能力向上の推進も図

っていく。 

・教育研究組織との適切な協働関係を保持しながら、教育・研究活動全般に亘るサポートができ

る体制を構築する。 

・企画立案能力を発揮し、事務組織が大学運営に積極的に関与するよう努める。 

・外部研修会等への職員の積極的な参加を支援する。さらに、より有効なＳＤを実行するために

職員の能力開発を制度として確立することを目指し、職員の能力向上の推進を図る。  

 

 

9-1 事務組織の構成 

○事務組織の構成と人員配置 

【現状の説明】 

本学の事務組織は、「【図 9-1】事務組織図（2008 年度）」のとおりである。法人系事務組織とし

ては、法人本部長（現在は、理事長が兼務している）の下に、理事会事務室、総務部総務課、総

務部経理課、総務部施設管財課、総務部業務課、メディアセンター事務室、附属幼稚園事務室、

附属小学校事務室、附属中学・高等学校事務室が置かれ、教学系事務組織としては、学長事務室、

学務部教務課、学務部学生課、学務部教職課、学務部音楽資料課、学務部入学センター、演奏部

事務室、別科調律事務室、附属図書館事務室、音楽研究所、楽器学資料館が置かれている。基本

的には、2部 2室体制となっているが、メディアセンター事務室、附属校事務室、演奏部事務室、

別科事務室、附属図書館事務室、音楽研究所、楽器学資料館は、部・室の下には置かれず、独立

した組織となっている。それぞれの部署の業務内容および業務分担は、「事務分掌」により明文化

されている。 

本学事務組織では、事務局長を置いていないが、事務局の業務全般の調整等を図るための統括

的組織として、部室長会議が設置されている。部室長会議は、法人本部長と理事会事務室長、総

務部長、学長事務室長、学務部長の 4 名の部室長からから成り、月 2 回程度の企画・調整・報告

会議を行っている。また、その下に、課長、課長補佐職までを加えた全管理職の出席する管理職

会議が置かれ、月 1 回定期的に会議が行われている。各管理職は、傘下の一般職事務職員、現業

職員、臨時および派遣職員に対して必要に応じて連絡事項等を伝達するほか、関係部署による打

ち合わせ会議を随時行っている。 

 

 



 

 101

【図 9-1 事務組織図】 

事務組織図（2008年度）
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別科調律事務室 (1)

附属図書館事務室 (23)

音楽研究所

楽器学資料館

 

 

9-2 事務組織と教学組織との関係 

○事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況 

○大学運営における、事務組織と教学組織との有機的一体性を確保させる方途の適切性 

【現状の説明】 

事務組織のうち、教学系事務組織は、教学組織と連携・協力して業務を進めている。教授会に

おいては、学務系管理職が全員オブザーバーとして出席し、資料の準備のほか、各案件について

学長と連携を図りながら関与している。委員会レベルでは、授業運営に関しては教務課と教務委

員会が、学生生活全般に関しては学生課と学生生活委員会が、学生と教員の演奏活動に関しては

演奏部事務室と演奏部委員会が、それぞれ連携をもって取り組んでいる。また、各委員会には教

員の正副委員長がいるが、委員会開催日以外にも日常的に、事務局の担当部署と連絡を取り合い、

情報共有を図っている。 

学長、副学長と事務局の連携では、学長事務室長と学務部長を加えた学長会を頻繁に開くとと
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もに、総務部長と演奏部事務室課長も加えた学長連絡会もほぼ月 1回のペースで開催されている。

これらの会議では、諸問題について審議するほか、学務機構長会議や教授会に向けての情報共有、

意見交換の意味合いも持っている。学長の方針や意思決定は、学長会、学長連絡会で、副学長も

交えて協議されるとともに、事務局の各部署には部室長会議や管理職会議を通して報告、伝達さ

れる。 

予算編成に関しては、事務組織が主として予算案作成作業から事前折衝まで行っているが、教

学部門については、学長が予算会議に出席するとともに、予算要望の段階から学長との協議が行

われ、次年度に向けての方向性や指針についての示唆を受けている。 

 

9-3 事務組織の役割 

○教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制の適切性 

○学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性 

○国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況 

○大学運営を経営面から支えうるような事務機能の確立状況 

【現状の説明】 

現在の事務組織の体制としては、自ら教学に関する企画・立案を行う仕組みにはなっていない。

しかし、学長や各機関等の教員組織の意向に沿って補佐を行う体制には充分ある。教授会、各種

委員会等の決定や確認に基づき、各事務部署で事前調整等を行った上で、各種案件を実施に移し

ているほか、必要に応じて、さまざまな指示や諮問等に付された事項に関して、事務局担当部署

が情報収集や素案作成等を円滑に行っている。 

また、学長主導の下、2007 年度より事務局横断のプロジェクトを設置し、2007 年度は、大学全

体の広報を検討する「広報プロジェクト」を立ち上げ、問題点の洗い出しや分析を行った。 

学内の意思決定の大半は、理事会や教授会などの会議による決定と、事務局から起案される回

議決裁規程に基づく回議決裁により行われている。また、一部には評議員会の諮問を経なければ

ならない案件もある。理事会、教授会には、事務局の関係部署の管理職が出席し、また評議員会

には事務職員も評議員として出席しており、決定までの経緯を把握し、実施に向けて調整を図る

などしている。さらに、事務レベルの案件に関しては、法人本部長招集の部室長会議で調整等を

行う場合もある。 

決定された案件に関しては、部室長会議を経て、重要案件は管理職会議を、また、一般的な案

件は事務連絡として管理職を経由し、一般職員等に伝達されている。特に必要な場合は、担当理

事が管理職会議で説明を行う場合もある。さらに、適宜事務連絡により周知徹底を図ったり、関

係部署間で内容確認等の打合せを行い、適切な実施に繋げている。一方、法人全体に関わる事項

については、法人広報誌「くにたち音信」が定期刊行され、教授会での決定事項等に関しては、

「お知らせ（from 学長事務室）」が学内教職員全員に配布され、紙媒体による情報伝達の一端を

担っている。 
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国際交流に関しては、2005 年の外部評価において、本学の取り組みが不十分であると指摘され

てきたところであるが、海外からの留学生については、アジア地域からの留学生が中心で委託生

も含めると、学部では 2004 年度から 2006 年度に中国から 1名、2008 年度はシンガポール、韓国、

台湾から各 1 名を受け入れている。留学生については入学センターで、委託生については教務課

で出願時から事務手続き等を行い、入学してからは教務課と学生課が連携して、学生の修学支援

および生活上の支援を行っている。 

一方、2004 年に創立 80 周年記念事業の一環として、「外国における音楽専門教育の調査」委員

会を発足させ、教員のほか、教務課と図書館から事務局職員をメンバーとして加えて、本学の音

楽教育体制を国際的標準化に耐えうるものとする方途を探る目的で、欧米の音楽教育専門機関を

訪問し、2007 年に「外国における音楽専門教育の調査～高等音楽教育機関における専門教育体制

および内容の国際比較（調査・研究）報告書」をまとめた。また、2007 年 2 月にウィーン音楽・

演劇大学と学生交流プログラムに関する協定書を交わし、交換留学制度を発足させた。2007 年度

にはウィーンからリトミック専攻の留学生 1名が訪れ、2008 年度には本学から博士後期課程の学

生 2 名が留学している。これらの業務に関しては、学長事務室が主体となって先方の機関との連

絡等を行っているほか、来日した留学生については学生課が中心となって生活面も含めて支援し、

派遣学生については教務課が中心となって必要書類の準備などを支援している。 

経営責任を負う理事会には学務部、総務部の部長が出席し、必要に応じて事務局全体に法人の

意思決定が反映されるよう、また、教授会には学務部各管理職が出席し教学面の意思決定が反映

されるようなしくみになっている。各部署では、理事会関係事務を理事会事務室が、予決算・資

金調達運用・出納業務を経理課が、国庫等補助金その他の申請・届出や労務管理を総務課が、土

地建物等不動産管理を施設管財課が、学長・副学長関係業務を学長事務室が、それぞれ担当し充

分に機能している。 

予算制度に関しては、学内規程に則って、法人の中期計画に沿って理事会から提示される予算

編成方針に基づき各部署で予算要望書を作成し、要望の必要性、妥当性を確認するため、理事長・

学長・財務担当理事・労務担当理事がヒアリングを行い内容の精査を行っている。 

 

9-4 大学院の事務組織 

○大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

●大学院の教育研究を支える独立の事務体制の整備状況 

【現状説明】 

大学院については、学長が大学院委員長を兼務する制度となっているため、大学全体として一

貫した理念に基づく教育の実施が可能となっている。教学の充実や将来発展のための企画・立案

については、主として大学院委員長（学長）が発案し、大学院運営委員会と大学院委員会（学長、

副学長、大学院委員会委員）において審議・決定される。2007 年度の博士後期課程の開設と 2008

年度からの修士課程のカリキュラム改革、コース新設に関しては、学長と委員会が中心となって
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進められ、事務局が関係法令と整合性の確認などの役割を担ってきた。 

本学では、大学院生数も少ないため、大学院事務を担当する部署を設置していないが、それぞ

れの業務内容に応じて、各部署で分担している。教育課程や教育内容の検討や修了判定に関わる

ことは教務課、入学試験関係は入学センター、オペラ公演や修了演奏などの演奏会に関わること

は演奏部事務室、奨学金や学生生活全般に関わることは学生課という形で担当している。 

 

9-5 スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ） 

○事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性 

【現状説明】 

事務職員の研修は、部署内研修が基本となっている。2003 年度から始まった「教職員研修会（年

2回）」は学長主導により行われている研修会であるが、事務局職員も任意で参加し、本学の現在

置かれている状況や問題点を把握し、理事長や学長の生の声、考え方を聞く良い機会となってい

る。一方、外部機関による研究会、研修会等へも、部署ごとの判断によって活発に参加しており、

2007 年度の研修会参加状況は、法人系部署で 43 件、教学系部署で 18 件となっている。また、多

くの研修会では、参加後に出張報告書が作成され、部署内だけでなく、必要に応じて広く回覧さ

れており、研修内容の共通理解を図り、意識の向上を目指す体制が取られている。 

2007 年度の新入職員からは、入職前に 4～5 回の事前研修を取入れ、2008 年度の新入職員にも

同様に実施した。入職後は、マナー講座や窓口対応などの研修会に全員参加させ、初年次の研修

は充実してきている。 

 

9-6 事務組織と学校法人理事会との関係 

●事務組織と学校法人理事会との関係の適切性 

【現状説明】 

現在、理事会の構成員の中には事務局職員が入っていないが、理事会事務を担当する理事会事

務室長と、総務部長、学務部長が同席し、必要に応じて議題への補足的説明等を行っている。ま

た、理事のうち、財務担当理事は経理課と、労務担当理事は総務課と、学長は学長事務室と、理

事会運営を円滑に進めるべく、必要に応じて連絡調整、意見交換を行っている。 

 

【点検・評価】 

事務組織全般としては、構成、人員配置とも適正で、特に問題はない。また、事務組織と教学

組織との関係も、必要に応じた意思疎通を行い、充分な連携協力関係にあって、概ね適切に運営

されている。 

教学にかかわる企画・立案に関しては、補佐体制は充分整っているが、事務組織自らが企画・

立案を行うという段階までは達していない。 

学内の意思決定・伝達システムは、部室長会議や管理職会議などを通して、適切に機能してい
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るが、学内ネットワーク環境が整っていないことや、事務組織上、部室長の下に属さない部署が

あることによって、決定までの経緯や決定主旨が事務組織全体に明確に伝達されにくかったり、

情報伝達にタイムラグがあったりという点は課題である。 

国際交流に関しては、交流協定校から 2007 年度に交換留学生を受入れ、2008 年度には本学か

ら交換留学生を派遣することになり、その取り組みが本格化しつつある。制度化がスタートした

ばかりの現在の状況では、対応に不都合は生じておらず適切であるが、将来拡大した場合に備え

て、語学力も含めて国際化に充分対応できる職員が必要になると思われる。 

大学院の教育研究を支えるためには、大学院担当の専属部署が置かれていない今の体制でも特

に問題はない。特に、大学院の学生数が多くないことと、大学院担当教員の大半が学部を兼務し

ているため、カリキュラムや修了判定などの教務的な案件は教務課で、入学試験に関しては入学

センターで、というように専門の部署で扱うほうが効率もよく、関連付けて円滑に運営される。

ただし、部署間の相互連携は重要であり、全体の総括を果たすことができるようなシステムが整

備されるとさらに良い。 

ＳＤに関しては、外部機関の研修会参加者は、自身の意識改革面でその効果が見られ、他への

波及効果も有効であるといえるので、今後も積極的な参加を求めたい。また、学内の「教職員研

修会」については、学内共通の意識改革につながる機会ともなっている。日常業務とは別の視点

で、学園全体の発展に寄与する総合的観点を涵養するためにも、今後も継続的に実施することが

重要であろう。ただし、教員主体のＦＤの観点からの実施のため、今後はＳＤの観点から事務職

員向けのメニューも検討する必要がある。 

本学は音楽単科大学という特殊性から他大学にない専門知識を必要とする事務部署があり、音

楽関係分野の職員には音楽大学卒業生を採用するなどして一定の効果を上げている。また、職員

の異動や外部からの人材採用等を通して、さらなる充実を目指している。職員組織全般としては

概ね適切に運営されている。 

学内ネットワーク構築やデータの一元管理に向けた検討が急務であり、情報セキュリティの充

実も並行して行うことが業務の効率化を一層充実させることに繋がるものと考えられる。 

 

【改善方策】 

教学に関わる企画・立案の面については、「広報プロジェクト」をはじめ、今後はもっと積極的

に関与していくことが必要で、事務局内の関係諸機関と連携を図りながら、事務職員の意識を高

めて活発な活動を目指していく。 

今後は中期計画にも示されているとおり、学長がリーダーシップを取り、積極的な取り組みが

予定されている中、複数の部署が分担して行う場合には、組織の中心を明確にして関係部署の横

断的な連携を確立し、制度の充実に寄与しなければならない。 

予算制度に関しては、その制度導入から年次を経ているため定着しており、状況変化に合わせ

た細かな改正を重ね適切に機能している。今後は、ますますその精度の向上が求められてくると
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ころであり、年間の教育研究活動の精緻な計画策定、それに基づく予算の策定・執行が行えるよ

う事務組織の機能向上が課題となっている。大学運営を経営面から支えるためには、事務局レベ

ルで事前の予算検討が必要な時代になっており、教育研究や施設設備面に関しては、予算編成前

に示された方針に従い、事前協議を行うことも必要になってくる。 

採用内定者に対する事前研修を含めた導入時教育は、試行段階ではあるものの、定着してきた

といえる。本学の今後を担う、若手・中堅の職員についても、幹部候補者育成を念頭に、外部機

関への所管業務に関する研修会参加に留まらず、計画的な研修体制を構築し、職員の意識改革や

専門性のスキルアップに繋げてゆくことを検討することが必要な時期となってきているといえよ

う。また、自己研鑽のための自発的研修への補助制度を発足させることも、積極的な検討が望ま

れる。 

学内ネットワーク構築については、2009 年度より学内ＬＡＮ敷設・整備を計画しており、業務

の効率化を目指していく。 
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10 施設・設備 

 

【到達目標】 

本学の理念・目的・教育目標を達成するための機能的でより充実した環境形成に向け、施設・設

備を管理・整備するとともに、学生の大学生活における安全・快適性の向上に努める。さらに、

省エネルギー等環境問題に配慮した整備を推進する。 

・安全で充実した持続可能な教育環境の整備を目指し、新たに演奏棟の建設に取り組むとともに

既存校舎の耐震改修も行う。 

・機能的で充実した教育・研究活動を推進するため、教員、学生ともに利用しやすいネットワー

ク環境を整備する。 

 

 

10-1 施設・設備等の整備 

10-1-1 本学の施設・設備の整備状況 

○大学・学部、大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の

適切性 

【現状説明】 

本学の校地面積は、203,199 ㎡、校舎面積は 43,300 ㎡で、いずれも設置基準上必要な面積の

約 10.8 倍、約 2.8 倍と大きく上回っている。また、講義室・演習室等の総数は 328 室、総面積

は 13,363 ㎡で、学部と大学院共用となっている。 

校地は東京の多摩西部に位置し、私鉄、モノレールが乗り入れる玉川上水駅から徒歩 7 分程

度の場所にあり、周囲は住宅地となっている。校内は、学生が休息その他に利用するのに適し

た木々の緑に囲まれた広い空地を有し、教育の場として良好な環境にある。 

主な校舎は以下のとおりである。 

【表 10-1】 校舎の名称と施設・設備 

1 号館 
声楽、ﾋﾟｱﾉ、電子ｵﾙｶﾞﾝのﾚｯｽﾝ室や一般教養科目の授業教室および研究室 

学生ﾎｰﾙ、喫茶室、食堂、ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 

2 号館 
語学やｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾊｰﾓﾆｰなどの授業教室および研究室 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽の施設、LL 教室 1室、ML 教室 4室 

3 号館 
弦楽器、管楽器、打楽器などの器楽ﾚｯｽﾝ室および研究室 

ｵﾍﾟﾗｽﾀｼﾞｵ、合唱ｽﾀｼﾞｵ、ｵｰｹｽﾄﾗｽﾀｼﾞｵ、楽器室とﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ室（音楽資料課） 

3 号館別館 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙを中心とした弦・管楽器のﾚｯｽﾝ室 

4 号館 大学院の講義室、研究室、大学附属図書館、音楽研究所、楽器学資料館 

5 号館 
声楽、ﾋﾟｱﾉのﾚｯｽﾝ室や図画工作、一般教養科目の授業教室および研究室 

食堂 

6 号館 
教育ｾﾝﾀｰ棟：ﾘﾄﾐｯｸ実習室、一般教養科目の授業教室や同時通訳可能な多目的

      会議室 
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AV ｾﾝﾀｰ棟(ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ) 

：ﾊﾟｿｺﾝやﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ機器を使用して自習できるﾚﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ、演習室、

音響･照明装置を備え教室としても使用され多目的に利用できる

大小ｽﾀｼﾞｵ 4 室、映像･資料制作用ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 3 室 

講堂 大・小 2つの音楽ﾎｰﾙ、ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ分室の学生用録音ｽﾀｼﾞｵ 

Ｓ.Ｐ.Ｃ 

統合練習館 

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ室棟、ﾋﾟｱﾉ練習棟（ﾋﾟｱﾉ練習室 74、電子ｵﾙｶﾞﾝ練習室 4）、三弄筵 

(和室棟)で構成 

授業のほか、課外活動や個人の練習の場として利用 

  

これらのうち、1 号館から 5 号館までは 1966 年から 1973 年までの 7 年間に建設され、講堂は

1982 年、S.P.C.統合練習館は 1985 年に竣工されている。また、2005 年 5 月には、室内の防音を

重視し他の教室や建物の外に一切音が漏れない構造で、室内では音が響き過ぎないよう吸音パネ

ル・遮音カーテン等を設置し、音響でも工夫した 50 ㎡のレッスン室 4教室を有する 3号館別館を

建築した。 

このほかに運動施設として体育館、テニスコート等を設置し、福利厚生施設として学生寮（1

人 1室のピアノ練習用個人ボックスを併設する）、事務局として本部棟（保健管理室も含む）を設

けている。 

【図 10-1】 校舎配置図 

 

また、本学は、音楽大学として必要な教育環境の維持・整備のため、ほぼ全ての教室にピアノ

を設置しており、その数は、学生用の練習棟を含むとグランド・ピアノ 305 台（外国製ピアノ 25

台含む）、アップライト・ピアノ 147 台の合計 452 台に及んでいる。ピアノの他、教室の用途に応

じてＭＬ教室等に電子オルガン 138 台、チェンバロ 5台も設置している。これらの維持・管理（調
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律・修理）は、楽器を取り扱う部署、音楽資料課を中心に、別科調律専修に所属する教員の監修

を受けながら、楽器会社と年間委託契約を結び、常に最良の状態に保たれるよう配慮している。

この他、演奏授業などでの使用に供するため、弦管打楽器の貸出も行っており、貸与可能な楽器

の数は弦楽器の弓や小物打楽器を含め約 1230 点を登録し、利用に供すると同時に保守・管理に努

めている。 

学生の実験・実習室としては、【基礎データ（表 38）】の通り、２号館に ML 教室、LL 教室、６

号館にレファレンスルーム（次ページ参照）、別科にピアノ実習室（製作・調律）がある。 

このうち２号館の ML・LL 教室の設備・機器は下表の通りで、ML 教室の機器については業者（メ

ーカー）による定期点検を年２回行っている。機器の更新については、2-03 及び 2-13 教室は 2000

年 8 月に、2-31 教室は 1993 年 4 月、2-32 教室は 1994 年 12 月に入替えを行った。 

 LL 教室については、特に定期点検は行わず、不具合が生じた際はその都度、業者による保守を

行っており、機器の入替えは 1996 年 9 月に実施している。 

 

【表 10-2】 ML・LL教室機器一覧 

室番 既設機器 

2 号館 03 教室 電子キーボード（38台）、電子ピアノ（1台）、グランドピアノ（1台）、カセ

ットデッキ、CDプレーヤー 

2号館13教室 電子キーボード（38台）、電子ピアノ（1台）、グランドピアノ（1台）、カセ

ットデッキ、CDプレーヤー 

2 号館 31 教室 ML（48ブース）、エレクトーン（1台）、グランドピアノ（1台）、カセットデ

ッキ、 CDプレーヤー、ビデオモニター40インチ（パソコン可）、ビデオデッ

キ［VHS］、ビデオディスクプレーヤー［LD･DVD］、OHP、レコードプレーヤー

2号館 32 教室 ML（48ブース）、グランドピアノ（1台）、カセットデッキ、 CDプレーヤー 

2 号館 37 教室 LL（48ブース）、ビデオデッキ［VHS（海外方式も可）･8mm］、マルチディス

クプレーヤー［CD･LD･DVD］、OHC（データビュアー）、ビデオモニター［天吊

２台（パソコン可）・各ブース卓に１台］ 

 

別科の製作実習室では、ピアノ製作のための各種工作機械を用途別の教室ごとに配備している。

工作機の中には30年以上前に配備したものもあるが、日々の給油・清掃により、長期に亘る使用

に耐えうるよう管理している。工作機の刃は、学内にある研ぎ機を使用して維持管理を行ってい

る。また、調律実習室は、学生1人につき一部屋あり、それぞれの部屋にピアノが1台設置されて

いる。 

【表 10-3】 別科実習室機器一覧 

室番 既設機器 

別科１号館115室（弦作製室） 巻線機、エアコンプレッサー 

別科１号館116室（塗装室） 塗装用エアコンプレッサー 

別科２号館211室（仕上室） ポール盤３台（ドリル） 

別科２号館212室（木工機械） 昇降盤（電動丸のこ）、自動送り盤（かんな）、電動手押しのこ、

帯のこ盤（大１、中１）、木工用旋盤、集塵機 
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10-1-2 情報処理機器などの配備状況 

○教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

【現状説明】 

視聴覚設備は積極的に整備され、講義教室は全て視聴覚教室化されている。ビデオやオーディ

オ機器、拡声機器、光学機器等の設置に加え、パソコンの利用についてもビデオプロジェクター

や大型ディスプレイ（液晶、プラズマ）の設置教室には全てパソコンとの接続コネクターを設け

対応している。 

視聴覚機器の配備状況については以下のとおりである。 

【表 10-4】 視聴覚機器一覧 

（総室数 225） 

設置機器･設備 室数 設置機器･設備 室数 

ビデオプロジェクター 11 ＣＤ 64 

スクリーン 15 カセットテープ 62 

大型ディスプレイ（液晶･ﾌﾟﾗｽﾞﾏ） 21 ＭＤ 2 

ビデオモニター（ﾌﾞﾗｳﾝ管） 10 拡声（ﾜｲﾔﾚｽ含む） 15 

ビデオデッキ（VHS･β･8mm） 41 ＯＨＰ 13 

ＤＶＤ 43 スライド 7 

ＬＤ 39 暗幕 17 

ＯＨＣ（書画ｶﾒﾗ） 12 ＬＬシステム 1 

  ＭＬシステム 4 

 

情報処理機器などは、マルチメディアを最大限に活用できる環境として、6 号館ＡＶセンター

棟 010、011 室レファレンスルーム、020 演習室および 2 号館 04～08 教室（音楽文化デザイン学

科コンピュータ音楽の教室）に以下のように配備される。 

また、図書館には 12 台の端末によるインターネット閲覧専用コーナーが設置されている。 

（１）6号館 010、011 室 レファレンスルーム 

ブロードバンドＬＡＮで高速インターネットを利用できる学生、教職員のためのオープンス

ペースで、音楽を制作するための各種ソフトウェア、Word・Excel などのビジネスソフトの利

用およびマルチメディアを活用した作品制作が可能となっている。 

外部委託の専門スタッフが 3 人常駐しており、技術指導や体験学習をいつでも受けることが

できる環境にある。 

その情報機器環境は以下のとおりである。 

 

 



 

 111

【表 10-5】 6 号館 010、011 室 情報機器の状況 

インターネット環境：NTT B ﾌﾚｯﾂ OCN 接続 

ＰＣゾーン 

Ｍａｃゾーン 

Windows 2000 Pro  40 台／Mac OS Ⅹ 10.3 10 台 

Microsoft Office、楽譜制作ｿﾌﾄ Finale、MIDI ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ等利用

可能 

アトリエ“Ｍ” 

Windows 2000 Pro 3 台 

ｽｷｬﾅｰによる楽譜の移調、OCR、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ波形編集を含む 

音楽 CD 制作、DAT･MD からの音楽ﾃﾞｰﾀ抽出や編集等可能 

ＤＴＰコーナー 
Mac OS 9.2 2 台／Mac OS Ⅹ 10.3 1 台 

ﾎﾟｽﾀｰ制作、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作等可能でﾚｰｻﾞｰｶﾗｰ印刷(有料)可能 

プリンターコーナー ﾘｺｰ IPSIO SP C811 1 台／ﾘｺｰ IPSIO Color 4100 1 台 

６－０１１室（演習室） 

Windows 2000 Pro 5 台 

音楽やﾋﾞﾃﾞｵ、ｵｰｻﾘﾝｸﾞの DVD ﾒﾃﾞｨｱ作品を制作可能な統合ﾏﾙﾁﾒ

ﾃﾞｨｱ環境 

６号館地階ロビー 

インターネットコーナー 

Windows 98 SE 4 台／Mac OS 8.5 4 台 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閲覧専用 

 

また、レファレンスルームでは、通常の学生、教職員の利用サポートのほかに授業等のサポー

トとして以下のような業務を行っている。 

 ・「教育メディア論」 コンピュータ技能習得検定講習の開催。 

  インターネット入門講座、マルチメディア入門講座、Word 入門講座、Excel 入門講座、フィ

ナーレ入門講座で構成され、各講座の開催数は前・後期それぞれ 19 回ずつで年間 190 回、受

講者総数は 600 名程度。 

 ・「物理学Ⅲ」 通年週 2コマのサポート。 

 ・「語学」 インターネットを使用する際の不定期の利用。そのサポート。 

（２）6号 020 演習室 

音楽文化デザイン学科作曲の専門ゼミやコースの授業で使用され、Macintosh コンピュータに

より MIDI や音楽制作ソフトを駆使した音楽作品製作が可能な環境にある。 

その情報機器環境は以下のとおりである。 

【表 10-6】 6 号館 020 演習室 情報機器の状況 

インターネット接続 音楽文化ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ音楽の環境に LAN 接続 

ハードウェア 

iMac OS X 10.3 5 台／MacG4 OS X 10.3 1 台 

MIDI ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 5 台 

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ：ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ Color Laser Jet 4550N 1 台 

ソフトウェア 
Logic Pro(音楽制作ｿﾌﾄ) 

Finale(楽譜浄書ｿﾌﾄ) 

 

（３）2号館 04～08 教室 

音楽文化デザイン学科コンピュータ音楽の教室で、配備される情報機器環境は、様々な形態の
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コンピュータ音楽の創作をはじめ、多チャンネルシステムのための音楽作品、マルチメディア作

品、アプリケーション開発など、あらゆる学生のニーズとカリキュラムに対応すべく最先端の機

器で構成されている。 

その情報機器環境は以下のとおりである。 

【表 10-7】 2 号館 04～08 教室 情報機器の状況 

ネットワーク環境 
2 号館 04～08

教室 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続：NTT B ﾌﾚｯﾂにて SINET に接続 

LAN 接続：100Base-TX(6 号館 AV ｾﾝﾀｰ棟 1 階各ｽﾀｼﾞｵ､

6-020 演習室にも接続)、Air MAC ﾎﾟｰﾄ 1 基

サーバー環境 2 号館 08 教室

Xserve G5(OS X Server）：Open Directory(ﾕｰｻﾞｰ管理)

Xserve G5(OS X Server)：POP、SMTP、DNS(ﾒｰﾙｻｰﾊﾞｰ､

DNS ｻｰﾊﾞｰ) 

MacPro G5(OS X Server)：WWW(Web ｻｰﾊﾞｰ) 

Xserve RAID：Storage(大容量記憶装置) 

クライアント 

2 号館 04 教室 Apple MacPro G5(OS10.4 または 10.5) 10 台 

05 教室 Apple iMac G4(OS10.4) 1 台 

06 教室 
Apple MacPro G5(OS10.5) 1 台 

Apple iMac G5(OS10.5) 1 台 

07 教室 Apple MacPro G5(OS10.4 または 10.5) 7 台 

08 教室 Apple MacPro G5(OS10.4) 1 台 

 上記の他に PowerBook G4, MacBook Pro が 1 台ずつ 

近く全ての OS を 10.5 に移行予定 

ネットワーク 

プリンター 
2 号館 06 教室 FUJIXEROX DocuCenter Color 400 1 台 

その他コンピュータ 

周辺機器 

EPSON ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ- 2 台、Canon ｽｷｬﾅｰ、Canon ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、 

MOTU/Digidesign ｵｰﾃﾞｨｵｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ、SONY ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ、 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ接続用ｶﾒﾗ(Apple iSight など) 

アプリケーションと

使用目的 

音楽製作 

Max/MSP、Logic Pro、Pro Tools LE、Pluggo(ﾌﾟﾗｸﾞ

ｲﾝｿﾌﾄ)、IR-1(ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝｿﾌﾄ)、Auto-Tune(ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝｿﾌﾄ)、

L3(ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝｿﾌﾄ)、Finale 

DTP、映像製作 

Adobe：Illustration/Photoshop/GoLive/ 

AfterEffects/InDesign/Acrobat/Premiere 

Final Cut Studio Pro、Motion、 DVD Studio Pro、

Maya Unlimited/Complete、DIPS(学生により開発 

されたﾘｱﾙﾀｲﾑ画像処理のためのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ) 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ等 Microsoft Office、iWork 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発 Xcode 

その他 Parallels Desktop、Windows 音楽･映像用ｿﾌﾄ等 

 

10-2 キャンパス・アメニティ等 

○キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 
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○「学生のための生活の場」の整備状況 

○大学周辺の「環境」への配慮の状況 

【現状説明】 

中庭はキャンパス中央に位置し、約 7,500 ㎡の広さがある。中央に池があり、全面に芝生が植

えられ、その中には所々低木がある。天気の良い日は多くの学生が練習をしたり、ベンチや芝生

に座り談笑したり、食事するなどの光景が見られ憩いの場所となっている。 

学内で食事ができる場所は、学生食堂が 2箇所（直営［1号館地階］、業者［5号館地階］）と喫

茶室が 1 箇所（1 号館 1 階）となっている。学生ホールは 1 号館 1 階にあるが、地下 1 階の食堂

も食事の時間帯以外は学生の憩いの場として自由に利用されている。また、2005 年 5 月にコンビ

ニエンスストアが出店したが、取扱い品目は一部雑誌、文具類もあるが大部分は食品関係で、学

生の利用は多く、店舗前の広場には椅子やテーブルが置かれ、食事をしたり、会話をしたり、新

たな学生の憩いの場の 1つとなった。 

 その他、大学の売店では、文具・日用雑貨の他、学生の勉強のために必要な音楽書、楽譜、楽

器等を割引価格で購入することができる。 

また、2008 年 4 月からはコピー機が 7台置かれた業者委託管理によるコピーコーナーが 1号館

に新設され、学生にとって大幅に利便性が向上した。 

喫煙に関しては、喫煙場所を建物外の数か所に限定し受動喫煙を防ぐとともに、環境美化に努

めている。 

これらキャンパス･アメニティとしての「学生のための生活の場」は、施設管財課および業務課

によって日々整備され良好な環境が維持されている。 

学校行事における演奏会の多くは一般に開放され、一部の演奏会や芸術祭（学生主催の学園祭）、

七夕祭等は幼児も含め広く解放されており、キャンパスおよび講堂（音楽ホール）は地域住民の

文化施設としての過ごしやすい環境提供の場ともなっている。 

また、騒音ともなりうる学生の楽器練習については施設貸出しを夜 8 時までとし、地域住民の

生活を侵害しないよう配慮している。 

 通学に関しては、自動車・オートバイ・自転車を許可しているが、大学周辺での違法駐車等に

より近隣住民へ迷惑を及ぼさぬよう、自転車駐輪場はもとより学内に学生駐車場 157 台、教職員

駐車場 186 台、オートバイ駐車場 98 台の充分なスペースを確保している。 

 

10-3 利用上の配慮 

○施設・設備面における障がい者への配慮の状況 

○キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況 

【現状説明】 

 バリアフリー化は危険度・緊急性の高いものから逐次行われ、2001 年度には国からの補助金を

受け、一部の施設に点字ブロック、点字プレート、障がい者用トイレ、階段手すり等を設置した。
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2005 年 5 月竣工の 3号館別館には当初から障がい者用トイレ、点字ブロックおよびスロープなど

が設置されている。講堂では社会に解放した演奏会等が催され、来場者に高齢者も増えているこ

とから、2007 年度にエントランスの階段への手摺の設置、和式トイレの洋式への改修工事などを

実施し、改善している。 

本学はキャンパスが一か所に集中しているため、特にキャンパス間の移動に関する問題は生じ

ていない。以前は、通学路となっている玉川上水駅から大学キャンパスへ至る立川市道の歩道に

ついて、幅が狭く、通学時の混雑する時間帯や雨天時は歩行者がすれ違うことさえできず車道に

はみ出すなど、日常的に交通事故の危険もあり、一般の通行者からの苦情も受けていたが、2006

年に本学が道路に隣接する歩道拡幅用地を買収し、歩道拡幅工事を行ったのち立川市へ寄附した。

これにより歩道幅は 1.5m から 3m に広がりガードレールも設置されたため、学生が車道にはみ出

すことがなくなり交通安全上の問題は解消した。 

 

10-4 組織・管理体制 

○施設･設備等を維持･管理するための責任体制の確立状況 

○施設･設備等の衛生･安全を確保するためのシステムの整備状況 

【現状説明】 

施設･設備等は、総務部統括のもと、建物、電気・水道･ガス設備、空調設備、消防･防災設備、

教室設備、清掃、緑地管理等、関係法令の遵守および適正な維持･管理に努めている。 

 電気設備については、専任職員の電気主任技術者を置き、日常的な点検･管理を行っている。電

気設備のトラブルは、照明、冷暖房、パソコン、ＡＶ機器などに影響を及ぼし、教育活動に重大

な障害を発生させるため、故障、事故を未然に防ぐためにも毎日の点検、整備は欠かすことがで

きない。 

 空調、給排水設備については、日常的な運転管理、保守点検を専任職員と委託業者が行ってい

る。水道水の水質検査、空気環境測定、受水槽、排水槽の点検、空調設備の運転管理など、施設

設備の維持管理のために日常的な作業を行っている。 

 防災については、「消防計画規程」に基づき総務部長が大学の防火管理者となり、学内の防火管

理の責任体制を統括している。職員による自衛消防隊が組織されており、校舎ごとに職員の防火

担当責任者を置き、その校舎の日常の防火管理を行なっている。さらに、防火担当責任者の下に

校舎のエリアごとに火元責任者を置き、ガス、電気、消防設備、防火扉、火災感知器などのチェ

ックを毎日行っている。毎日の点検結果は、安全管理チェック表に記録され、月ごとに防火担当

責任者より防火管理者へ提出される。 

また、防災上の問題があればその都度防火管理者へ報告され、施設管財課に指示して、必要な

改修等を検討、実施する体制がとられている。キャンパス内には 7階建ての女子寮があり、約 120

名の学生が生活しているため、学生､寮監と職員が参加し自衛消防訓練を実施したり、通報訓練、

避難訓練、消火訓練、救命講習会、消防署員による防災講演などを実施し、防災意識を高めてい
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る。 

 衛生、安全の面についても、ビル衛生管理法、消防法他、関係法令を遵守し、食堂の衛生管理、

給排水・雑排水の管理、有害動物・昆虫の駆除、樹木消毒、保安等、日常的な管理について専任

職員と委託業者により様々な配慮を行っている。 

清掃については専任職員と委託業者が行っているが、教室については授業等で使用している時

間帯は清掃ができないため、毎日早朝から授業開始の 9 時までの間に一斉に行い、授業開始時に

は、黒板、机、椅子、床等は常に清潔な状況になっているよう配慮し、衛生的な教育環境の維持

に努めている。また、清掃の際には、ドア、机、椅子、ガラス等の劣化、破損、蛍光灯の球切れ

等のチェックも合わせて行っており、その都度施設管財課へ報告され、修繕を手配するシステム

になっている。 

さらに、本学の学園祭「芸術祭」では模擬店が出店され、プロパンガスを使用して調理を行う

ため、各店に必ず消火器を設置している。安全面については業者によるプロパンガスの取扱講習

会、消防署員の指導による消火訓練や各模擬店の消防査察が行われ、衛生面については保健所の

指導に基づいた本学栄養士による衛生指導が行われている。また、模擬店から出るごみの分別は

もちろんのこと、来場者の出すごみの分別も芸術祭実行委員を中心に徹底されている。 

 学内の警備は外部委託により行い、警備員が 24 時間学内に常駐し警備を行っている。火災警報

については警備員室の警報盤で集中管理しており、警報が鳴ればすぐに警備員が現場確認に向か

う体制となっている。また、警備員は定期的に学内を巡回し、施設設備の異常箇所を発見した場

合には、施設管財課へ速やかに報告し、修繕の手配を行うシステムになっている。 

 さらに、学内にはエレベーターが 7 台あり、専門業者による定期的な保守点検を行うと共に稼

動状況を管理会社が電話回線を使って 24 時間監視するシステムを導入しており、故障時のトラブ

ルを最小限に防ぐための対策をとっている。また、職員が参加して、エレベーターが故障して中

に人が閉じ込められた場合を想定しての救出訓練を実施している。 

 災害時の備えとしては、非常用品を備蓄しており、消防計画規程第 30 条および第 35 条に基づ

き、2002 年度より行っている。食料については 1500 名の１日分(4500 食)を備蓄しており、その

他飲料水、簡易トイレ、レスキューマット、毛布、ヘルメット、工具類、ラジオ、トランシーバ

ー、懐中電灯、救急箱等も備蓄している。 

また、1 号館から 5 号館の各棟には避難器具（救助袋〔避難シューター〕、1 箇所は緩降機）が

計 9台設置され、災害時の避難に備えている。 

 

【点検・評価】 

 1～5 号館および本部棟については現在の耐震基準から、建て替えや補強工事が必要な状況にあ

り、また、レッスン室の防音の問題や 2004 年度からの学科再編による多様な教育プログラムへの

対応により施設拡充が必要となっている。 

視聴覚機器の配備は、講義室に関しては 100％の視聴覚教室化とし、パソコン映像の投影も可能
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と充足している。ただし、学内ＬＡＮは敷設されておらず、情報コンセントを有した教室が無い

ため、インターネット接続と複数の端末を必要とした場合、6 号館 010 室レファレンスルームを

利用するしかないのが現状となっている。レファレンスルームは自習室としての利用頻度が高く、

今後増えるであろう授業等での利用頻度を考えると、本来の自学・自習の場としての利用を圧迫

することとなる。 

また、作曲の授業やコースの授業で使用する6号館020演習室の環境は、最新の音楽制作が可能

となっている。 

コンピュータ音楽の授業や制作に使用する 2号館 04～08 教室の環境は、教員と常駐している助

手および学生によって常に良好に整備され、学生が授業時間外でも自ら機材を使って様々な可能

性を試み創作活動に専念できるようになっている。また、必要なときには機材を教室から教室へ

と移動させ、システムを組み直し、リハーサルや録音など、学生の作品形態に応じて機材を使用

することが可能である。これら機材・システム環境の充実度は、日本だけでなく海外の同分野の

研究機関と比較してみても大変高く、各国から見学やゲスト作曲家として訪れる人（マンチェス

ター大学、IRCAM〔フランス〕など）も後を絶たない。 

学生の生活の場として特筆すべきことは、芝生を敷き詰め木々の緑に囲まれた鳥のさえずりの

絶えない、四季を満喫できる広い空地を有していることにある。練習の場でもあり、語らいの場

でもあるこの庭がキャンパス・アメニティを高めている。また、演奏会等の一般への開放はこの

環境ともあいまって好評を博し、来場者は年々増加の一途を辿っている。 

 食堂は、常にアンケートをとり、利用者の意見･要望や利用状況等を考慮し、栄養･安全･価格の

面で質の向上を目指すとともに、学生の食生活の多様化における、正しい食生活習慣と健康づく

りのための掲示等による啓発活動を行っている。しかし、学生ホールとともに決して十分な広さ

と環境が確保されているとはいえず、憩いの場としてさらなる拡充が望まれている。 

 障がい者用トイレは学内に 3 箇所しかないため、十分とはいえない状況にある。また、エレベ

ーターがない 3 階建ての校舎も 2 棟あるが、1967-68 年頃の建物で老朽化もあり抜本的な改修が

難しい面がある。 

 現時点では車椅子を必要とする学生や視覚障害の学生は在籍していないが、既存校舎について

は、障がい者を積極的に受け入れられる態勢を整えるため、さらには大学の公共性からも今後バ

リアフリー化を計画的に進める必要がある。 

 通学路となっている歩道の拡幅整備は、大学のみならず地域の環境向上の一躍を担い、アメニ

ティ形成に効果をあげている。 

施設・設備の管理体制としては、「固定資産及び物品管理規程」「危機管理大綱」「合同防火管理

規程」「消防計画規程」等の本学の諸規定および関係法令の順守と共に日々適正な維持・管理に努

め、防災面では、消防訓練の実施、防火管理体制と日常的な安全管理チェック体制が確立してい

るが、消防訓練の参加者が一部の学生、職員に留まっており、今後は全学的な防災意識を高める

方策や全学的な防災訓練の実施も検討する。 
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学内には 1960 年代に建てられた校舎が 5 棟あり、空調、給排水設備等の建築設備については、

耐用年数を経過したものを計画的に更新していく必要がある。 

 

【改善方策】 

現在、理事会で策定した法人運営の中期計画の一環として、新校舎の建設を含むキャンパス整

備計画が始まっている。これは、音楽大学のカリキュラムの中でも重要性の高いレッスン、演奏

系の授業を行う教室を集約させ、大学の新カリキュラムと将来の定員数を見据えて検討されてい

るもので、2008 年度より基本設計を開始し、2011 年度には新校舎の使用を開始する予定となって

いる。 

レッスン室の音響については、2003～2004 年に「音楽小空間の在り方を検討するプロジェクト」

によって検討され、建設会社の研究所内に実際にレッスン室のモデルをつくり、そこで様々な楽

器、演奏形態による音響実験を行い、レッスン室の音響効果に関する研究を行った。新校舎の建

築に当たっては、ここでの研究成果を生かし、音響効果の優れたレッスン室等をつくることを目

指している。 

既存校舎については、順次耐震補強改修工事を実施し、その安全性を高めた上で使用していく。

2008 年度には体育館の耐震補強工事を実施し、2009 年度以降も 2号館、3号館、4号館、5号館、

本部棟について順次工事を実施していく予定である。授業で施設を使用している期間にも一部工

事を実施する必要があるため、騒音、振動、安全面で支障のないよう計画的に実施することとな

る。 

情報処理機器については、現在は、6 号館 010、011 室レファレンスルーム、6 号館 020 演習室

および 2号館 04～08 教室がそれぞれ独立した連携のない環境となっているが、今後互いを補完し

うる有機的な利用が可能となれば、様々な授業形態に対応できる理想的な環境となりうる。 

2007 年度より新たな情報機器環境の構築に向けての調査が始まり、この結果を受け、2009 年度

に向けての学内ＬＡＮ敷設と大学全体のネットワークをも視野に入れた整備の準備を始めている。 

 現在計画中の新校舎の中に、学生が自由に利用できるラウンジ等を検討している。具体的な内

容については 2008 年度に新たに立ち上げられた新校舎建設委員会の中で検討されることとなる。 

新校舎は、バリアフリー新法の円滑化基準、東京都条例に基づく設備を設置することとなり、

障がい者への配慮がなされた施設となる計画である。具体的な内容については 2008 年度に立ち上

げられた新校舎建設委員会の中で検討されることとなる。 

そのほか空調設備、照明設備については、省エネルギータイプの機器を導入し、その数を増や

していく計画で、CO2量削減のための努力にも取り組んでいく。 
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11 図書・電子媒体等 

 

【到達目標】 

大学の図書館において、図書、電子媒体等の資料を質の面からも量の面からも充実させること

は、教育・研究活動の推進にあたって必要不可欠である。本学における教育・研究活動をより活

発なものとするために、図書館のさらなる充実に努める。 

・質、量ともに充分な水準の図書、楽譜、学術雑誌、電子媒体等の学術情報を、系統的に集積し、

所蔵資料の充実に継続的に努める。 

・本学独自のコンピュータ検索システム（OPAC、WebOPAC）の活用等により、図書館の一層効率的

な利用を促進する。 

・図書館ネットワーク等を利用して学術情報の広域的な活用を促進する。 

 

 

11-1 図書、図書館の整備 

11-1-1 資料の整備状況 

○図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適

切性 

【現状説明】 

 本学図書館は図書272,864冊、ＡＶ資料68,182点を中心とした約40万点の所蔵資料を有する。

また、質の面でも、ベートーヴェンの初版・初期版楽譜や近世日本音楽の貴重資料等、極めて充

実している。所蔵資料の区分とその詳細については、図書が約 27 万冊、定期刊行物が約 2,600 タ

イトル、視聴覚資料が 7 万点弱、電子ジャーナルが 200 種類弱となっている（【基礎データ（表

41）】参照）。 

音楽大学の附属図書館として、図書のうち 4 割強は楽譜であり、残りの図書も音楽書が多くを占

めているが、西洋音楽だけでなく、邦楽、民族音楽、音楽教育学など幅広いジャンルにおよんで

いる。所蔵資料は図書館独自のカテゴリーによって体系的に分類、保管されており、またここ数

年間は毎年 5,000 冊程度の図書(楽譜を含む)を新たに受入れ、さらなる所蔵資料の拡充に努めて

いる（【基礎データ（表 41）】参照）。 選書に関しては図書館職員による選書担当部門(今年度は

「ＡＶ資料」、「楽譜」、「図書」という分野別に計 3人)が原案を出し、教員による図書館委員会に

諮って決定している。 

 

11-1-2 図書館の利用環境 

○図書館の規模、開館時間、閲覧室の座席数、情報検索設備や視聴覚機器の配備等、利用環境の

整備状況とその適切性 

【現状説明】 
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 本学図書館は 2階がメインフロアーとして事務室の他、カウンター、レファレンスカウンター、

OPAC および情報端末、書籍および楽譜カード目録、冊子目録、参考図書室、自由閲覧室(座席数

は 276 席)、雑誌コーナー、マイクロリーダー・コーナー、ブラウジング・ルーム等がある。この

階の正面玄関には 2005 年にセキュリティ対策のため入退館ゲートが新設され、学生証・教職員証、

図書館利用証のいずれかを所持しないと直接入館はできない。また、ブラウジング・ルームには

テーマ展示のスペースがあり、大学の演奏会や研究活動に密接に関連した展示が多くなされてい

る。1階は視聴覚資料が中心で、事務室、カウンター、視聴覚設備(ＤＶＤ等新メディアに対応す

べく 2003 年に改装済みで、ＣＤ・ＤＶＤ・ＬＤ・ビデオ用視聴卓 52 卓を設置)、グループ視聴室

1、OPAC 端末、インターネットコーナー等が設置されている。この他、1階から 3階部分が 4層の

書庫となっている。 

 図書館の開館時間は学期に連動しており、学部通常授業期間の平日は 8:50-19:00、土曜は

8:50-16:40 となっている。(ＡＶ資料室は閉室時間が平日 18:40、土曜 12:00 と少し早い。) 年間

230 日強開館しているが、閉館時でも教員や院生の利用は可能である。 

 所蔵資料は参考図書類以外全て閉架式で、館内に置かれた資料検索システム OPAC の端末を利用

の他、インターネット経由での検索も可能である。資料の探し方等、不明な場合は、レファレン

スカウンターで常時職員が相談に応じている。また、OPAC、WebOPAC（11-2「情報インフラ」の項

参照）の使い方等について、クラス単位、ゼミ単位でのガイダンス、個人的なグループ向けガイ

ダンスも行っており、利用方法の周知を図っている。 

 館内からは国内外の様々なオンライン・データベースにアクセス可能である他、インターネッ

トを通じた楽曲配信形態については、2004 年度より Classical Music Library、2005 年度からは

Naxos Music Library と契約し、現在はこうした楽曲配信サービスを含めて、オンライン・デー

タベースは自宅からもアクセスが可能となった。 

 なお、図書館の利用は、学生、教職員のほか、卒業生や外部者にも開放されており、所定の手

続きを取ることによって、1 年間有効な図書館利用証が発行され、長期利用もできるようになっ

ている。 

 

11-2 情報インフラ 

11-2-1 学術情報システムの整備、他大学との協力 

○学術情報の処理・提供システムの整備状況、国内外の他大学との協力の状況 

【現状説明】 

 インターネットを通じた学術情報提供システムとしては、2001 年度より日本最大規模の音楽資

料目録のデータベースを WebOPAC としてオンライン上で一般公開している。この他に、図書館か

らの情報発信としては定期刊行物として広報紙「Parlando」（年 4 回発行）や 2000 年開設された

ホームページが用意されている。 

 他大学図書館との協力状況としては、前述したＴＡＣ(Tama Academic Consortium)加盟大学各
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図書館間での資料の相互貸し出しを実施している他に、東京西地区の図書館とも連携があり、こ

うした相互協力の他に、音楽図書館協議会等における実務的な諸活動も適宜担当している。また

国際的には RISM (Répertoire International des Sources Musicales) を通じて 16 世紀以降の

貴重な手稿譜等のオンライン・データベース共有に貢献しているほか、20年程前から行っている、

中国の中央音楽学院との資料（楽譜・雑誌）交換がある。そのほか、立命館大学との協定により、

竹内文庫の電子化を実施した。 

 

11-2-2 学術情報の記録、保管 

○学術情報の記録・保管のための配慮の適切性 

【現状説明】 

 所蔵資料の内、本学図書館が数多く有する貴重資料類や委託資料の多くは、その安全性を考え

て学外の保管書庫(外部委託)に収納されており、こうした資料について利用者への提供という点

ではマイクロ・フィルム化したものを閲覧することができるようになっている。 

 

11-2-3 資料の保存スペースの確保、電子化 

●資料の保存スペースの狭隘化に伴う集中文献管理センター(保存図書館等)の整備状況や電子化

の状況 

【現状説明】 

 大きな規模を誇る本図書館においても、増え続ける所蔵資料によって、書庫の資料保存スペー

スが数年のうちに満杯となることが予想されている。この為、不要となった資料の除籍が必要不

可欠であり、2004 年に一般書籍の除籍に関するプロジェクトチームを発足して、現在も小委員会

で資料廃棄のための見直しと準備を行っているところである。 

 

【点検・評価】 

本学図書館は日本における音楽図書館としては申し分のない規模とクオリティを誇っている。所

蔵資料の質・量両面における水準の高さは他に例をみないものであり、一大学の枠を超えて日本

の音楽研究において中心的な役割を果たしてきた。利用状況や運営面をも含めたその充実ぶりは、

朝日新聞社が発行する「大学図書館ランキング」で 2008 年度版総合 4位、2009 年度版では総合 1

位にランクされた程であり、本学における大きな美点の 1つとして広く社会に認知されている。 

 ただし、所蔵資料は音楽書や楽譜を中心に収集しているので、音楽分野以外の教員の研究に寄

与する部分が少ないという指摘がない訳ではない。 

 図書館としての全体的な規模は、私立の音楽大学としては申し分のないものといえる。また必

要とされる機器や備品についても、概ね適切に配置されている。開館時間に関して、日曜祝日の

他、8 月や年末年始には集中的に休館するが、これも大学附設の図書館としては常識的な範囲で

あり、問題があるとはいえない。  
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 学生収容定員(1,897 名)に対する閲覧席座席数の割合は 14.5％で、大学基準協会による 10％と

いう基準をクリアしている。図書のうち相当数を占め、資料請求件数も多い楽譜については、図

書館内での閲覧という利用法が主ではないことを併せて考えれば、これは学生にとって充分な座

席数であるといえよう。 

 本学図書館において資料の検索に不可欠な OPAC システム(1998 年より施行)について、こうし

た電子化システムに慣れない利用者にとっては、当初ある種の使いづらさもあったであろうこと

は推測できる。しかし年を追うごとに OPAC における検索方法や操作性に関して改良が加えられ、

現在ではほとんどの教職員と学生が問題なくこれを利用できるという状況になった。このことに

関しては、特に 2004 年度より始まった新入生を対象とする「基礎ゼミ」において学生全員に実際

に利用させることでこのシステムの普及と図書館利用の促進を図っていることが、本学学生の図

書館利用率が向上したことに大いに貢献していると思われる。2005 年度から 2007 年度の 3 年間

平均で、年間利用者延べ人数は、約 3 千人、年間貸出冊数は約 23 万冊となっている（【基礎デー

タ（表 42）】参照）。またこの他、図書館の紹介パンフレットの発行や様々な利用のガイダンスに

より、利用し易い環境作りに努めている。 

 WebOPAC のオンライン上での一般公開は、本大学の枠を超えて日本における様々な音楽研究の

促進に大いに貢献しており、高く評価されてしかるべきものである。 

 貴重資料類や委託資料の保管の安全性については、充分な配慮が成されており評価できる。 

 保存スペースの確保については既に対応策がとられているものの、資料はその本質からして増

え続けるものであり、今後を考えれば電子情報化といった長期的な戦略が必要になってくるのは

必定である。 

 

【改善方策】 

今後も、日本をリードする音楽図書館としての地位を保持しつつ、大学図書館という立場から、

音楽以外の分野における資料に関しても検討していく必要がある。従来、全ての教員の研究分野

の資料を網羅することは予算的にも所蔵スペースの面からも不可能であり、こうした専門的資料

について本学ではＴＡＣに加入している他大学の図書資料をもって補うという方針をもって対処

してきた。この方針は基本的に今後も維持されていく。 

 検索方法について、今年度から OPAC 端末の画面も従来に比べて格段に見易いものとなり、また

OPAC 端末から直接資料の請求が可能となったことで、資料検索から貸し出しまでにかかる時間と

手間が大幅に短縮された。こうした分野における技術の革新は日進月歩であり、利用者の利便性

の追求は今後も止むことなく継続することが必要である。 

 海外の音楽図書館との連携については、多角的に検討中であるが、2008 年度より海外図書館か

らの複写依頼への対応を始めている。 

 デジタル・メディアの更新にいかに対応するかは本図書館に限る問題ではなく、むしろ社会全

体における問題といえるが、日本の音楽図書館を率先する存在としてその対応を検討中である。
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また現在ではＣＤやＤＶＤといった物質としての形態をとらない録音・録画データ(オンラインで

PC 上に配信される楽曲 etc.)も増加しつつあり、併せてそうした電子資料に対する姿勢も模索中

である。 

 資料の電子情報化については、既にこの為の予算もとられるようになっており、学生による卒

業論文や修士論文、博士論文は電子化された保存へとシフトしつつある。この他、作曲学生の卒

業作品などについても、電子化した保存を現在検討中である。 
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12 管理運営 

 

【到達目標】 

大学としての機能を充分に発揮し、大学の理念・目的を実現するためには、明文化された規定

に沿って適正な管理運営を行わなければならない。本学の特色を活かした管理運営体制が、効率

的に機能するよう努める。 

・本学の理念・目的・教育目標の実現を充分考慮した上で規定の整備と運用にあたる。 

・学部および大学院のそれぞれの権限および役割を明確にした上で連携を図り、その機能を円滑

かつ充分に発揮できるよう、適切に管理運営を行う。 

 

 

12-1 教授会、研究科委員会 

12-1-1 学部教授会 

○学部教授会の役割とその活動の適切性 

○学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

○学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

【現状説明】 

本学は単科大学のため、学部長の役職は置いていない。 

教授会は、学長並びに専任教員（教授、准教授、専任講師）をもって構成され、「国立音楽大学

教授会規程」に基づいて運営されている。教授会規程第 3 条には、教授会は学長が招集し、その

議長となると定められているが、議事の運営については、教授会で選出された議長団に委ねられ、

年間 11 回、ほぼ月 1回開催されている。学長は、教授会の下に置かれた各種委員会の正副委員長

から、委員会の審議内容についての報告を随時受け、それを含めて教授会の審議事項を決めると

ともに、教授会に際しては、毎回、学長、副学長、議長団によって打合せを行っている。 

また、学長の諮問機関として、専任の教授で構成された教授会議を置いており、学部教員の任

用と昇任の大綱や教員資格審査委員会委員選出等を行っている。 

教授会規程第 4条により、教授会の審議事項は次のように定められている。 

 （１）学則・教授会規程に関する事項 

（２）教授会の人事に関する事項 

（３）学生の定員に関する事項 

（４）学科課程の編成に関する事項 

（５）教育・研究に関する事項 

（６）学生の入学、休学、退学、除籍、復学、編入学、転科及び卒業の認定に関する事項 

（７）聴講生、科目履修生、委託生及び外国人留学生の入学に関する事項 

（８）学生の各科試験に関する事項 
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（９）学生の学内外の演奏活動に関する事項 

（10）学生の奨学・賞罰に関する事項 

（11）学生の課外活動、その他学生生活に関する事項 

（12）その他 

また、教授会の下に教務委員会、学生生活委員会、演奏部委員会、紀要編集委員会が設けられ

ており、それぞれ以下に関する事項等について審議を行い、必要な案件に関しては教授会で審議

を行うこととなっている。 

（１）教務委員会の審議事項 

① 学科課程に関する事項 

② 授業運営に関する事項 

③ 教育内容・方法の改善及びその研究・研修（ＦＤ）に関する事項 

④ 試験に関する事項 

⑤ 学業成績に関する事項 

⑥ 学籍（休学・退学・除籍・復学・転科等）に関する事項 

⑦ 聴講生、委託生、科目履修生、特別聴講学生（単位互換履修生）に関する事項 

⑧ 賞に関する事項 

⑨ その他必要な事項 

（２）学生生活委員会の審議事項 

① 学生の課外活動及び学生生活に関する事項 

② 学生生活に関わる施設・設備運営に関する事項 

③ 学生の健康維持に関する事項 

④ 学生相談に関する事項 

⑤ 奨学に関する事項 

⑥ 学生の就職（アルバイトを含む）及び進路に関する事項 

⑦ 賞罰に関する事項 

⑧ その他必要な事項 

（３）演奏部委員会の所管事項 

① 演奏部運営機構から諮問された事項 

② 教授会及び大学院委員会からの委嘱事項 

イ 大学が主催する学生による演奏会の企画・運営 

ロ 演奏関係授業の成果に関する事項、但し試験は除く 

ハ 公開レッスンに関する事項 

ニ 学生の学内外の演奏活動に関する事項 

③ その他必要な事項 

（４）紀要編集委員会の所管事項 
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投稿規程および執筆要領に従って応募された原稿を編集し「研究紀要」として発行する。 

また、評議会、大学協議会などの全学的審議機関は特に設置していない。 

 

12-1-2 大学院研究科委員会 

○大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

【現状説明】 

 修士課程・博士後期課程の両課程に対応している大学院委員会は、委員長並びに専任教員（教

授、准教授、専任講師）をもって構成され、「国立音楽大学大学院委員会規則」に基づいて運営さ

れている。委員長は、学長が務め、議事の運営については、学長の指名した副委員長および副学

長に委ねている。 

大学院委員会規則第 9条により、大学院委員会の審議事項は次のように定められている。 

 （１）大学院規則・大学院委員会規則に関する事項 

 （２）大学院の教育課程の編成に関する事項 

 （３）大学院の教育・ＦＤに関する事項 

（４）大学院学生の入学、休学、退学、除籍、復学、修了の認定、学位授与、その他学生の学

籍・身分に関する事項 

（５）大学院の試験に関する事項 

  （６）大学院の奨学金に関する事項 

  （７）大学院のＴＡ、ＲＡに関する事項 

  （８）大学院の教員人事に関する事項 

  （９）大学院の研究に関する事項 

  （10）大学院の自己点検・評価に関する事項 

  （11）その他 

また、大学院委員会のもとに、審議・決定を円滑に行えるよう、各専攻の教授で構成された大学

院運営委員会を置いており、「大学院運営委員会規程」に基づいて運営され、入学試験、研究指導、

研究成果発表および学位審査に関する事項等の審議にあたっている。 

さらに、2007 年度に博士後期課程を開設したのに伴い、各委員会の規則・規程の改定を行った。 

 

12-1-3 大学院研究科委員会と学部教授会との関係 

○大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

【現状説明】 

大学院委員会と教授会の構成員は、学部と大学院の兼担者が多く、2004 年度の学部学科再編お

よびカリキュラム改定の審議が始まった 2002 年 7 月より、学部教授会は、大学院との合同で開催

され、大学院専任教員も学部教授会に出席できる形となっている。また、学部教授会では、大学

院委員会からの報告事項を取り上げ、大学院の動きが全教員に周知されている。ただし、大学院
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独自の議案（入試、カリキュラム、修了判定等）については、独立して大学院委員会を開催して

いる。 

 

12-2 学長、学部長、研究科委員長の権限と選任手続 

12-2-1 学長、学部長、研究科委員長の選任手続 

○学長、学部長、研究科委員長の選任手続の適切性、妥当性 

【現状説明】 

学長の選出にあたっては、学長選出規程に基づき、候補者 3 名を予備選挙で選出したのち、候

補者推薦委員会を発足させ、候補者 1名を選任し、最終的には信任投票を経て行われる。さらに、

学長・校長・園長に関する規程により、学部教授会および大学院委員会にて信任された候補者を、

理事会・評議員会に諮り、理事長が任命する。 

学部長については、単科大学のため、該当する役職を置いていない。 

大学院委員長は大学院委員会規則により、学長がこれを務め、大学院の教育研究を所管してい

る。 

 

12-2-2 学長権限 

○学長権限の内容とその行使の適切性 

【現状説明】 

学長の権限については、学長・校長・園長に関する規程第 2条において、「大学の教育研究およ

び所属教職員を統督する」と定められている。具体的には、学長の諮問機関および附置施設の長

の指名、副学長・学務機構長の指名、教学に関する事務組織の 100 万円迄の回議決裁および予算

案決定権などがある。学長の諮問機関としては、教員資格審査委員会（教員資格審査委員会規程）

や研究費等審査委員会（研究費等に関する規程）があり、また、 附置施設としては図書館（附属

図書館規則）、楽器学資料館（楽器学資料館規程）、音楽研究所（音楽研究所規程）がある。 

さらに、入学に関する基本事項を審議する入学運営機構は、学長が機構長を務め直轄しており

（入学運営機構規程）、演奏に関わる教育活動を支援する演奏部部長の指名も学長が行っている

（演奏部に関する規程）。 

 なお、大学院教員の任用、昇任の審査は、大学院教員資格審査規程により、学長が大学院運営

委員会に諮問し、大学院委員会の承認を経て理事会で決定される。 

 

12-2-3 学部長、研究科委員長の権限 

○学部長や研究科委員長の権限の内容とその行使の適切性 

【現状説明】 

 学部長については、該当する役職は置いていない。 

 大学院委員長の権限として、副委員長の指名がある。また、大学院運営委員会を招集し、その
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議長となり、入学試験、研究指導、研究成果発表および学位審査に関する事項等を審議する。 

 

12-2-4 学長補佐体制 

○学長補佐体制の構成と活動の適切性 

【現状説明】 

 学長・校長・園長に関する規程により、学長は副学長をおくことができる。副学長は、学長が

現職の教授又は准教授の中から選び、教授会・理事会に諮り任命される。現在 2 名の副学長が置

かれ、学長を補佐し、学長に事故あるときには、その事務取扱を代行する。 

 また、本学の教育の円滑な実施・運営を行うため、教授会の下に演奏表現機構、総合表現機構、

音楽文化機構、音楽教育機構の 4 学務機構が置かれており、学務機構規程により、学長が各機構

長を教授の中から指名する。各学務機構間の調整をはかり、本学の教育の大綱を決定するために、

学務機構長会議が置かれている。学務機構長会議は学長、副学長、機構長から構成され、学長が

これを主催し、定期的に開催している。 

 

12-3 意思決定 

○大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性 

【現状説明】 

 教学上の事項については、学長のリーダーシップにより教授会で審議のうえ決定している。内

容によっては、理事会への報告や審議を行ったうえで決定する場合もある。 

 学校法人の管理運営制度の充実を要請すべく私立学校法が改正され、これに伴い、本学でも学

校法人国立音楽大学寄附行為の規程を改正し、理事会、監事、評議員会の制度を整備し、権限・

分担を明確にした。理事会は、年間 20 回以上開かれ、監事も毎回出席し、実質的な討議が行われ

たうえで意思決定がなされる。また、評議員会においても寄附行為に定められた事項の諮問がな

されている。 

 

12-4 評議会、大学協議会などの全学的審議機関 

○評議会、大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性 

【現状説明】 

評議会、大学協議会などの大学運営上の全学的審議機関は設けていない。 

 

12-5 教学組織と学校法人理事会との関係 

○教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係および機能分担、権限委譲の適切性 

【現状説明】 

 本学は長い歴史の経過の中で、法人と教学との機能・役割分担が逐次形成されてきており、教

学に関する管理は学長、給与処遇を巡る労使間の交渉は理事会があたってきた。 
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理事は、学長、評議員のうちから選任される理事、理事会の定める学識経験者の理事の計 8 人

からなり、現在、理事長、学長を含め 5人が現職の教員もしくは教員経験者である。 

学長は、選挙によって選出され、法人理事会は選挙の結果を承認する方式をとっており、直接

の関与はない。本来学長は、職責に伴い法人理事となることが寄附行為に定められており、教学

の意思が法人理事会に充分反映されるようになっている。 

教学に関する管理については学長が責を負っており、教員の採用等の人事面については、理事

会は財政との関連から数的側面については関与するが、個々具体的な人選は学長サイドに委ねら

れ、学長の諮問機関である教員資格審査委員会の審議を経て理事会で決定される。 

ただ、私立学校におけるいわゆる教学的な面と経営的な面とは、本来密接不可分のものであり、

また、学校法人が学校の設置管理を行うことを目的として設置される法人であることに鑑みれば、

教学と理事会は密接に連携する必要がある。すなわち、学部・学科の新増設や教育・研究におけ

る重点分野の決定、学生の募集計画等の教学的な側面を有する内容についても、学校法人の経営

に関連する問題である以上、理事会との協議対象となり、学校法人の現在および将来の運営上の

課題として検討するなど、協力体制を確立している。 

理事長と学長とが少なくとも週 1 度は定期的な会合を持っており、また、日常において生じる

検討事項については随時協議を行っている。 

 

12-6 法令遵守等 

12-6-1 法令、学内規定の遵守 

○関係法令等および学内規定の遵守 

【現状説明】 

 私立学校法、学校教育法、学校教育法施行規則、大学・大学院設置基準、学位規則等の関係法

令等に則り、学内諸規程を整備しており、関係法令の改正に際しては、通知等より該当する諸規

程を改正し、教授会、大学院委員会等に諮り承認を得ている。 

 

12-6-2 個人情報の保護、不正行為の防止 

○個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度、審査体制の整備状況 

【現状説明】 

 学校法人国立音楽大学個人情報・保護に関する規程、学校法人国立音楽大学キャンパス／スク

ール・ハラスメントの防止等に関する規程、コンピュータソフトウェア管理規程等により、学校

法人内における個人情報の保護並びに不正行為の防止に努めている。 

 また、財務面においても、経理規程および回議決裁規程に従って実務面のコンプライアンスを

徹底すると共に、公認会計士等からもその取扱について監査を受け、不正行為等の防止を図って

いる。さらに、単独処理による誤りを防止するために、複数の担当者による段階的処理および管

理職による再確認等を行っている。 
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【点検・評価】 

学部教授会については、ほぼ毎月 1 回開催され、教育課程等、教学上の諸課題が教授会の審議

を経て決定されており、その運営は公正さを保っていて適切である。また、大学院委員会の定例

開催は年 5回程度であるが、急を要する審議事項がある場合は、適宜臨時委員会を開催しており、

遅滞なく運営されている。さらに、関係法令の改正を含む規則・規程の改定についても適切にな

されている。 

学部教授会での 2004 年度の学科再編およびカリキュラム改定の審議・決定は、その上位となる

大学院でのコース設定の改編とカリキュラムの改定を検討する上で、教育課程等において連携す

べき事項が多く含まれていた。よって、学部教授会と大学院委員会が合同開催されていること自

体が共通の認識を得るために十分有益であり、適切である。 

学長選出方法については、教員の意思が反映できる制度となっており適切である。また、大学

院委員長を学長が兼任し、副委員長と副学長が実務にあたるという形態は、大学院の運営を効率

的かつ円滑に進める上で適切である。 

学長の権限については、副学長、学務機構長、附置施設長の指名など、教学の運営をスムーズ

に行える人選ができるなどの権限を持つ一方、教員人事については学長からの諮問が委員会で否

決される場合もあり、権限が過度に強化されたものではなく、適度に行使されているといえる。 

副学長への権限委譲は明文化されていないが、学長の相談役として様々な面で学長を補佐して

いる。また、学長並びに議長団と共に教授会の円滑な運営にあたっており、学長補佐体制は適切

である。さらに、副学長に加え各機構長も学長の意思を具現化するために学長を補佐している。 

 教授会と理事会の役割分担および権限については、明確化され、適切に連携が取れているとと

もに、教学上の諸課題については、学長のリーダーシップが発揮される体制にあり、いずれも適

切に運用されている。長年の経験を経て、教学組織と学校法人理事会の機能分担は確立されてい

るが、理事会は教員経験者が多いことから、経済合理性が概して優先されることはない。今後は、

限られた予算の中でいかに教育効果をあげられるか、両者の一層の連携を図ることが必要となる。 

関係法令・諸規程は、学校法人全体に周知・徹底されており適切に整備されている。 

  

【改善方策】 

現時点では特に問題点はなく、今後も現体制の維持に努める。 
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13 財務 

 

【到達目標】 

人材育成と学術研究の進展に寄与することのできる教育研究水準を維持するために十分な財政

的基盤を確立し、財務運営を適切に行う。 

・本学の基本理念・目的・教育目標を実現するために必要な、施設・設備の中期計画を策定する。 

・新校舎（演奏棟）の建設、既存校舎の改修工事を、自己資金で行えるだけの財政基盤を確保す

る。 

・新校舎建設により一時的に悪化が予想される帰属収支を、中期計画内に 2008 年現在と同様の収

入超過にする。 

 

 

13-1 中・長期的な財務計画 

○中・長期的な財務計画の策定およびその内容 

【現状説明】 

大学の財務上の大きな課題は、40 数年前に建築された幾つかの校舎の整備に伴う中期的な設備

支出計画の適切性である。現状収支はバランスがとれているが、今後より理想とする教育環境を

作り出すために、多額の設備投資が必要となる。こうした投資を行った後も、強固な財務基盤が

維持できる計画を立案している。 

 

13-2 教育研究と財政 

○教育研究目的・目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤（もしくは配分予算）の確立状況 

●教育研究の十全な遂行と財政確保の両立を図るための制度・仕組みの整備状況 

【現状説明】 

大学の消費支出比率は過去 5年平均で 86.1％と収入、支出のバランスを考慮した運営がなされ

ている。法人全体でも資産処分損といった特殊要因のあった 2005 年を除いて消費支出比率は

100％を下回っている。また今後、キャンパス整備にともなう設備支出も自己資金で行う計画であ

る。大学では新カリキュラムに対応するために 3 号館別館を建設したが、音楽大学にとって重要

な、より良い演奏環境を創り出すために委員会を設置して、新演奏棟の建設を計画している。 

毎期の予算策定、執行に関しては、経理規程第 8章に則り厳格に行われている。 

 

13-3 外部資金等 

○文部科学省科学研究費、外部資金（寄附金、受託研究費、共同研究費など）、資産運用益の受け

入れ状況 

【現状説明】 
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芸術系、特に音楽大学であるので、科学研究費や受託研究費の受け入れは少ないが、大学が企

画して行った演奏会等が 2006 年と 2007 年に各 2 件、｢文化庁芸術団体人材育成支援事業｣の対象

事業に選ばれ、助成金を得ている。 

資産運用にあたっては、元本の安全性を最優先しているが、一部長期国債で運用することによ

って、利回りの向上に努めている。 

 

13-4 予算編成と執行 

○予算編成の適切性と執行ルールの明確性 

●予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの導入状況 

【現状説明】 

予算編成は「経理規程」第 8章に基づき、決められたプロセスに沿って計画的に行われている。 

予算の審議は、教育研究に関わる重点施策や事業計画に基づき、財政見通しをも考慮に入れて、

理事長、学長、財務担当理事から、予算編成方針が提示される。これに基づき各部署から提出さ

れた予算要望に関してヒアリングを行い、原案を作成し、理事会、評議員会で審議、決定される。 

予算の執行については、「回議決裁規程」に基づき、認可を受けた予算についても改めて理由を

付した回議書を作成し、決裁を受けたうえで執行している。 

理事会、評議員会における決算報告において、予算と決算との乖離理由を明らかにしているが、

その中で予算執行に伴う効果についても分析、検証される。 

 

13-5 財務監査 

○監事監査、会計監査、内部監査機能の確立と連携 

【現状説明】 

大学の財務諸表は、定期的に公認会計士の監査を受けており、その意見書を取ることにより、

信頼性を確保している。監査責任者他 3名の公認会計士による監査は往査だけでも 10 日以上に及

ぶ。 

私立学校法の改正により、監査報告書の作成および理事会・評議員会への提出と外部からの監

事の選任が義務付けられたが、大学は法改正以前から、監事には外部の有識者を登用し、監事は

月 2 回開かれる理事会にも出席し、理事会に対するアドバイスも適時行うとともに、監査報告書

を理事会および評議員会に提出している。 

さらに、2001 年から毎年対象部門を定めて、監事および監査委員による内部監査を実施してお

り、その指摘事項は業務の改善にも寄与している。 

 

13-6 私立大学財政の財務比率 

○消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率における、各項目ごとの比率の適切性 

【現状説明】 
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大学の消費支出比率は、過去 5年間の平均で 86.1％である。法人全体の消費支出比率も寮の取

壊しによる、資産処分損のあった 2005 年を除いて、90％台にある。貸借対照表関係比率は、実質

無借金体質を反映して良好である。 

 

【点検・評価】 

大学の校舎整備計画は、大学の教育･研究理念を実践する上で必要な施設・設備を最優先に綿密

に計画されている。また、その財政的な裏付けを中期計画の中で検証している点は、評価される。 

学生数は減少傾向にあるが、教職員の世代交代による人件費の減少もあり、収支のバランスを

考慮した運営がなされている。減価償却引当特定預金や施設設備引当特定預金も設定されており、

財政基盤も確立している点は評価される。附属校を含め順次、キャンパスの整備を進めているが、

その資金はすべて自己資金である。毎期の予算については、教育研究に関わる重点施策と財政見

通しを踏まえ、編成されている。 

音楽大学の特殊性から、科学研究費や受託研究費の受け入れは少ない。一方で、大学が企画し

て行った演奏会が｢文化庁芸術団体人材育成支援事業｣の対象事業に選ばれ、助成金を得た点は評

価に値する。図書館を中心に音楽資料目録データベースの整備等に関して、私立大学等経常費補

助金特別補助を受けている点も評価したい。 

予算は、教育研究に関する重点施策やその他の事業計画と予算との関連性をヒアリングし、よ

く検討された上で、最終的には理事会で決定される。このように予算編成を審議するプロセスは

確立されており、理事会においても、十分な検討がなされている点は評価できる。 

決定された予算に基づき、執行が行われるが、稟議制度（規程）も整備されており、明確性、

透明性も担保されている。予算執行の効果については、理事会、評議員会における決算報告時に

事業報告と共に分析、検証される。 

大学の決算書類は定期的に公認会計士の監査を受けており、また、監事制度についても私立学

校法改正以前から対応しており、適切である。監事および監査委員による内部監査についても、

事前の書類の点検、実地調査、ヒアリング等が行われており、評価に値する。 

法人全体の消費支出比率は、特殊要因のあった 2005 年度を除くと 90％台であり、収支のバラ

ンスを考えた運営がなされている。大学は実質的な借入金がなく、各種引当預金も設定されてお

り、財務比率が良好である点は評価される。 

 

【改善方策】 

学部資金に関しては、2008 年度より、研究費の規程を改定し、大学として科学研究費等の獲得

に対してのサポート体制を整え始めた。 

新校舎の建設により消費収支、帰属収支の悪化が予想されるが、今後も現在の無借金体質の維

持に努める。 
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14 自己点検・評価 

 

【到達目標】 

 教育・研究活動の適切な水準の維持、多様で個性的な教育・研究活動の展開のために、大学は

教育目標の達成に向けて改善・向上を図らなければならない。本学ではシステムとして客観性の

ある自己点検・評価を定期的に行い、その結果を公表する。 

・自己点検・評価委員会が、規程に基づき、定期的に自己点検・評価を実施するとともに、全教

職員が自己点検・評価の意義を理解し、積極的に取り組む。 

・評価結果を広く社会に公表し、全教職員が本学の改善すべき点を共有できるようにする。さら

に、評価結果に基づいた改善策を策定、実施する体制を構築する。 

 

 

14-1 自己点検・評価体制 

○自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性 

○自己点検・評価の結果を基礎に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムの

内容とその活動上の有効性 

【現状説明】 

 教学面を検討する点検・評価機関として「改革委員会」が 1970 年に設置されて以来、1985 年

に設置された将来計画委員会（第一次）が 1987 年に答申を教授会に提出、その後、第二次将来計

画委員会、三期におよぶ答申をまとめた大学教育研究協議会と継続的に活動が行われてきた。2003

年には、理事長、学長、副学長、事務局を中心とした組織により 2002 年度までの自己点検・評価

が行われ、2004 年に「自己点検・評価報告書－2002 年度－」を刊行した。 

本学においては、2004 年度に認証評価が義務化される以前から、会議体の名称こそ様々ではあ

ったものの、上述のとおり自主的かつ継続的に点検・評価が実施されてきた。 

システムとしては、2005 年に「自己点検・評価委員会規則」が制定され、規則に基づき委員会

が発足することとなった。規則では、2 年ごとに自己点検・評価を行ったうえ、学長、理事長へ

報告書を提出し、学長、理事長の意見を付し公表することが定められている。委員は、任期 2 年

で、規則第 3条で学長により選任された教育職員及び事務職員 5～8名以内と、理事長により選任

された理事及び事務職員等 3～5名以内により構成される。 

2007 年 3 月には委員会規則制定後初の報告書となる「自己点検・評価報告書－2005 年度－」を

作成・公表している。 

この報告書は、主に専任教職員を対象に学内で実施されている教職員研修会で活用されている

ほか、教授会傘下の教務委員会、学生生活委員会をはじめ各委員会や機構、科目会等の会議体で

行われる検討の際にも活用されている。学外には、加盟機関をはじめ同系大学、コンソーシアム

加盟大学などにも送付し広く意見等を求めている。 
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なお、2007 年 3 月に報告書を完成させたこの委員会は、若干の委員交代はあったものの、2007

年 4 月からは認証評価に向けた活動を主目的として 2期目の活動を進めている。 

一方で、自己点検・評価の結果を受けて将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度シス

テムは、現在のところ確立されていない。 

 

14-2 自己点検･評価に対する学外者による検証 

○自己点検・評価結果の客観性･妥当性を確保するための措置の適切性 

●外部評価を行う際の、外部評価者の選任手続の適切性 

●外部評価結果の活用状況 

【現状説明】 

 点検･評価結果の客観性・妥当性を確保するため、本学では 2003 年度に行った自己点検・評価

に対し、2004 年度に理事長・学長が選出した外部評価委員により外部評価を行い、2005 年度に「評

価報告書」として刊行した。外部評価者による指摘は、概ね本学の教育運営とその成果について

好評であったが、本学の課題としての次の 4 点の指摘が報告の中で触れられている。①施設の活

用率、②就職活動の対応とそれに即した教育、③各種補助金の活用の低迷、④国際化への対応の

遅れ。この報告書は、学内主要部署等に配付されるとともに、自己点検・評価委員会発足後の点

検・評価活動においても非常に重要な報告内容として活用された。なお、外部評価委員は幅広い

分野から選出され、委員会を構成して評価活動が行われた。 

 

14-3 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

○文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応 

【現状説明】 

 本学は、1970 年代から大学基準協会の賛助会員であり、1992 年 4 月から維持会員（正会員）と

して承認された。同協会からは、1996・1998・1999・2002 年に「勧告」が行われている。加盟判

定審査の際の勧告内容は、学長選出方法に関するものであったが、これについて 2002 年 7 月に改

善報告書を提出し、同協会からは、「検討を要する部分はあるが、再度報告を求める事項はなし」

との返答を頂いている。 

 また、2007 年 4 月 1日開設の大学院博士後期課程に関しては、2006 年 11 月 30 日に文部科学省

から認可された際に「音楽療法に関する研究活動を充実すること」という留意事項が付されたが、

翌年の設置計画履行状況報告書で対応を示し、その後指摘は受けていない。 

 

【点検・評価】 

本学における自己点検・評価は、規程に基づき、適切に運営されている。また、大学院におい

ても 2007 年 4 月に大学院委員会規則を改正し、自己点検・評価を明確に委員会の審議事項として

位置付け、組織としての検討を可能にしたこと、さらに、大学学則の改正で、自己点検・評価に
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言及したことに関しては評価できる。 

自己点検・評価の結果を受けて将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムとし

ては確立されてはいないが、点検・評価の結果は、報告を受けた理事長、学長がそれをもとに、

その後の大学運営、教学の在り方などを検討し、2007 年度に策定された「学校法人国立音楽大学

中期計画」に反映されている他、学内に周知され、各方面で改善・改革に向けた検討等に生かさ

れている。また、教育システムの検討を始めるべく学長主導の検討委員会の立ち上げも計画され

ている。評価結果の公表については、冊子の配布に留まっており、在学生、卒業生、保護者など

のステークホルダーに広く周知されているとはいえない。 

外部評価に関しては、学外者および第二者（本学卒業生と本学在校生の保護者）により公正に

行われ、その評価結果に関しても報告書としてまとめられ公表されていることは評価できる。評

価方法は、書類審査に留まらず、実地調査（教職員および在校生へのヒアリングを含む）も行わ

れており、客観的で適切であるといえる。ただし、評価を行う外部評価者の選出方法は成文化さ

れておらず、制度もシステム化されていないことに加え、外部評価も現在までのところ一度だけ

に留まっている。 

大学基準協会からの勧告に関しては、適切に対応してきている。学長選出方法について検討を

要するとされた事項はその後改善されていないが、時代の変遷によりその必要性は薄くなったと

もいえよう。また、文部科学省から付された留意事項に関しても、適切に対応している。2008 年

4 月に提出した博士後期課程に関する設置計画履行状況報告書についても、現在のところ指摘事

項はない。 

 

【改善方策】 

点検・評価結果の社会への公表については、ホームページへの掲載を行う予定である。 

教育研究面のみならず学生生活などを含め大学全体の改善に繋げて行けるよう、在学生対象の

授業アンケートだけでなく、2008 年 3月に卒業した学科改編、新カリキュラムの一期生に対して、

卒業時に実施したアンケート結果などの利用・活用も検討している。 

自己点検・評価委員会関係の内部者だけではなく、広く査読を行い、それを反映できる制度を

構築するよう、学内教職員全員を対象に自己点検・評価に関する研修等を実施し、理解を深める

ことが必要である。 

 2009 年度に大学基準協会による認証評価申請を予定しており、外部評価の定期的な実施につい

ては認証評価終了後に検討する予定である。 
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15 情報公開・説明責任 

 

【到達目標】 

大学は、関係法規を遵守するとともに、組織・運営と諸活動の状況について積極的に情報公開

し、社会に対する説明責任を果たすことが必要である。そのために情報公開する場合における適

切な規程と組織を整え、また、透明性の高い運営を行うとともに、情報公開にあたっては本学の

状況が社会に正しく理解されるよう努める。 

・教育・研究活動内容について、カリキュラム、シラバス、教員の業績を冊子のみならず Web 上

にも随時公開し周知を図る。教育・研究活動の成果についても同様に、可能な限り公開する。 

・財務状況については、透明性を高め、各年度の事業計画と併せて冊子および Web 上で公開する。 

 

 

15-1 財政公開 

○財政公開の状況とその内容・方法の適切性 

【現状説明】 

財政については、法人の刊行物「くにたち音信」の毎年度 7 月号に①事業報告書（Ⅰ法人の概

要、Ⅱ事業の概要、Ⅲ財務の概要[資金収支計算書･消費収支計算書･貸借対照表･財産目録]）②次

年度事業計画・予算を掲載している。「くにたち音信」は、卒業生、在校生の保護者、教職員、理

事、監事、評議員、名誉教授等を対象に配付されている。 

ホームページには 2006 年度より、①事業報告書（Ⅰ法人の概要、Ⅱ事業の概要、Ⅲ財務の概要

[資金収支計算書･消費収支計算書･貸借対照表･財産目録]）②監事監査報告書を公開している。ど

ちらも、前年の事業報告書は、ただ表を載せるだけでなく、それぞれの項目について詳細な説明

文を付けており、理解しやすいよう配慮している。「くにたち音信」の次年度事業計画・予算につ

いても同様の詳細な説明がなされている。 

また、2005 年 4 月から「私立学校法の一部を改正する法律」等が施行され、学校法人に利害関

係者からの請求に応じて一定の財務書類等の閲覧を義務付けられることになった。所定の利害関

係人から請求があった場合には、学内で制定された「取扱要領」にしたがって、閲覧に供するよ

う財務目録等の財務書類を備え置きしている。 

 

15-2 情報公開請求への対応 

○情報公開請求への対応状況とその適切性 

【現状説明】 

大学はその公共性から学内の様々な情報を、受験生、在学生、卒業生、保護者、社会一般に公

開する責務がある。財務情報については、2005 年 5 月に「財務情報閲覧に関する取扱要領｣が制

定され、これに基づき、利害関係人から閲覧の請求があった場合に対応する体制が整っている。
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閲覧対象書類は、①財産目録②貸借対照表③収支計算書（資金収支計算書および消費修収支計算

書、収益事業部門の概要）④事業報告書⑤監事による監査報告書で、利害関係人は、①法人の設

置する学校の在校生やその保護者②法人と雇用契約関係にある者③法人に対する債権者、抵当権

者、となっている。 

また、2005 年 4 月には、「学校法人国立音楽大学個人情報の保護に関する規程」を制定し、個

人情報の開示請求について規定した他、2006 年 11 月には「個人情報業務運用の手引き」を作成

し、詳細な対応方法等についても定め、事務局各部署に配付している。 

その他の情報については、定期刊行物である、卒業生と在校生を対象とした「くにたち音信」、

受験生を対象とした「カリヨン」を通じて、的確な学内情報の提供を行っている。 

研究成果については、「研究紀要」、｢大学院研究年報｣、｢研究所年報｣等を発行し、研究成果を

公開している。教育･研究の発表の場でもある演奏会等については、｢コンサート＆公開レッスン｣

を発行し、そのスケジュールを公開しているほか、ホームページ上にも随時、公開している。 

受験生には｢国立音楽大学大学案内」を発行し、各学科の詳細説明や主要施設の説明を行ってい

るほか、前年の志願倍率や入学者数もＨＰ上で公開している。 

上記の印刷媒体の他、電子媒体であるホームページも 2002 年開設以来、積極的に利用され、最

近ではメールマガジンも利用し、学内、学外に向けて、情報を発信している。 

 

15-3 点検･評価結果の発信 

○自己点検・評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

○外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

【現状説明】 

2002 年度の自己点検･評価報告書、および 2005 年度の自己点検・評価報告書について、学内の

全専任教職員、非常勤教員、理事、監事、その他関係者、ＴＡＣ加盟大学および音楽関係大学、

関係諸機関に配布した他、2005 年度の報告書については、2007 年 3 月の教職員研修会においても

その内容を取り上げている。また 2004 年に行った外部評価委員による評価報告書は学内の全専任

教職員、理事、監事、その他関係者、ＴＡＣ加盟大学および関係諸機関に配布している。 

 

【点検・評価】 

財政公開については、法律改正以前より、刊行物「くにたち音信」を通して積極的に財務内容

を公開してきた。一般に学校法人会計基準によるため理解しにくいとされる項目に対し、微細に

説明しており、透明性も高く、充実したものと評価できる。ホームページも積極的に活用し、財

務内容の公開に努めている。 

財政公開請求については、所定の利害関係人から財務情報の公開請求があった場合には、学内

で制定された「取扱要領」に従って、閲覧に供するよう財務目録等の財務書類を総務部経理課に

備え置きしている。利害関係人が若干限定されているが、開示対象書類の内容はホームページに
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も公開されており、問題はない。 

個人情報の開示請求についても、規程が整備されており、適切に対応している。 

その他の情報についても各ステークホルダーに対し、印刷媒体、電子媒体を通じて積極的に学

内情報を提供している点は評価される。ホームページの内容は年々充実している。 

自己点検･評価結果および外部評価委員による評価報告書は、学内外に配布されているが、在校

生、卒業生、保護者への配付は行われておらず、また、ホームページ等による一般への公開は行

われていない。 

 

【改善方策】 

教員の業績等の情報は、紙媒体だけでなく、誰もが簡単に見られるように、ホームページでの

公開を 2009 年度から行えるように検討中である。 

現在、情報公開は各部門が担当しており、学長事務室を中心に関連部門のスタッフによって、

横断的な広報に努めている。今後、組織的に統一された形での情報公開を進める必要がある。 

自己点検･評価報告書の公開については、2008年度中にホームページへの掲載を予定している。 

自己点検・評価は、中期計画策定の際や部室長会議での課題解決のための資料として活用され

ているが、担当者に至るまでさらに広く活用されるよう工夫したい。外部評価結果についても要

旨のＨＰへの掲載を行うとともに、学内での活用をはかり、ＦＤやＳＤの研修にも役立てていく。

教員、職員の共通の課題については、教職員一体となった研修会を行っているが、今後、その場

で自己点検・評価の結果と共に外部評価結果も活用して、学内改革を進めたい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 終 章 
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終 章 

 

 本学において自己点検・評価委員会を設置してから、まずは本学教職員を対象としてこの委

員会の存在意義について学内研修会（2007 年 11 月 5 日開催）を実施して理解を求めた。その中

で、委員長はこの活動の意味を次のように説いた。「自己点検・評価は、あたかも私たち自身が健

康を維持増進するために人間ドックに入って検査を受けているようなものである。ドックでは、

検査結果をもとに、平素の生活や環境について見直す。自分の健康の何が良いのか、その健康を

増進するためには何が必要なのか。大きな怪我をしないように事前に予防し、対策を立てること

も重要である」。本委員会に対して、教職員から温かな協力を頂戴した。厚く御礼申し上げたい。 

本報告書は、国立音楽大学の現状を浮き彫りにし、本学が歩もうとしている方向性を描いたも

のである。以下、その要旨を掲げる。 

 

１．本学の理念・目的 

本学設立の理念・目的は「自由・自主・自律の精神を以て良識ある音楽家、教育者を育成し、

日本および世界の文化の発展に寄与する」である。設立以来 80 余年の歴史の中で、日本のみなら

ず世界の音楽界で活躍する有能な人材を輩出してきた。このことは本学教育の成果であり、評価

に値するものといえる。本学の人材育成は、発足当時から継承されてきた「質の高い音楽を奏で

たい」という人間本来の欲求に根ざした基本的理念が礎になっている。良質の音楽を奏でたい、

音楽を創造したい、という強い信念が、自由・自主・自律の学風を醸し出してきた。今後も、時

代の変化に対応しつつも、本学の理念・目的に添った教育目標の設定を図っていく。 

 また、大学院では、国際的に通用する音楽的な理論を構築、展開できる人材の育成を目指す。

特に、日本、アジア、世界の様々な音楽を知り、幅広い視野に立って日本における西洋音楽のユ

ニークな展開を図る。これは他の大学院にはない特色となっている。 

 

２．教育研究組織 

本学の教育理念・目的を達成するために、2004 年度に改組を行った。1・2年次の基礎課程で大

学人、音楽人としての基礎能力・知識の徹底した修得を図り、3・4年次の専門課程では卒業後の

進路を意識し、それぞれの目的に特化したプログラムによって学生の意欲と能力に応じた専門教

育を推進する。また、学科の枠を超えた総合的な専門教育の展開によって専門的音楽人、音楽と

関連した職業につく社会人の養成、幅広い教養を身につけた人材の育成を図っている。 

学部では 2007 年度をもって完成した新教育体制の成果を、自己点検・評価をもって検証し、改

善点に取り組み、社会的に意味のある新たな教育研究領域の可能性を探索している。大学院は、

2007 年度に博士後期課程を設置した。これによって学部、修士、博士と一貫した教育研究組織を

整備した。この他にも学内には、教育研究を補完するための音楽研究所、楽器学資料館、附属図

書館を設置している。本学は、社会の求める専門的音楽人、音楽教育・研究者の育成を行い、そ
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れをさらに推進してゆく十分な体制となっている。 

 

３．教育内容・方法等 

3-1 学士課程 

（１）教育目標 

本学は音楽学部のみの単一学部であり、演奏学科、音楽文化デザイン学科、音楽教育学科の 3

学科がある。各学科の人材育成目標は次のとおりである。 

演奏学科（声楽専修、鍵盤楽器専修、弦管打楽器専修）：専修する演奏分野を通して、高度な演

奏技術と深い人間性をもつ音楽家を養成する。 

音楽文化デザイン学科（音楽創作専修、音楽研究専修、音楽療法専修）：幅広い知識と経験を基

盤とし、音楽の創造に関わる分野、音楽を研究する分野および音楽療法に関わる分野を探究する

人材を育成する。 

音楽教育学科音楽教育専攻：学校教育を含む多様な音楽指導に活躍できる豊かな人間性と知識

をもつ人材を養成する。 

音楽教育学科幼児教育専攻：幼児の表現教育に関して優れた能力を持つ幼稚園教諭を養成する。 

（２）教育方法 

本学は 2004 年度より学科再編とカリキュラム変更を行った。学部の 1・2 年次を基礎課程、3・

4年次を専門課程と位置づけている。 

基礎課程では、①基礎ゼミ（導入教育）、②専攻コアカリキュラム、③音楽基礎演習、④音楽基

礎教養、⑤外国語コミュニケーションに関する科目を設けている（すべて必修科目）。特に、基礎

ゼミは、本学教育課程の特徴の 1 つである。また、専門実技とは別に、音楽演奏能力を高めるた

めの演習科目として、声楽表現、器楽表現（ピアノ、弦管打楽器）、西洋古楽表現、日本伝統音楽

表現、合唱、合奏などを設けている（これらは選択必修）。さらに、共通選択科目（基礎課程）に

は、3・4年次の専門課程におけるコース選択を視野に、学科・専攻・専修の枠を超えて自由に履

修科目を選択できる科目群を設けている。 

専門課程では、各学科・専攻・専修に基づく必修専門科目と、個々の学生の特性を活かすため

の選択履修科目（コース科目）がある。 

①専門科目（必修）は、各学科・専攻・専修の専門性を高める科目で、基礎課程で身につけた

知識・技能をベースに、専門実技（レッスン）、専門ゼミなど、専門分野を幅広く深く探求する。 

②コース科目（選択）では、各学生の個性・能力に応じて、演奏、総合表現、創作・研究、音

楽教育の 4系統に 34 のコースが開設されている。 

③共通選択科目（専門課程）では、音楽の専門性をより高めるため、学科・専攻・専修に関連

のある広い分野（例えば、指揮法、編曲、音楽史、コンピュータ、ポピュラー音楽等）から、よ

り専門的な内容を学ぶ。200 を超える科目が設定されている。 

上記の他に、全学年を通して履修する科目として、①教養科目、②選択外国語科目、③教職課
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程・学芸員課程科目を設けている。 

上記のとおり、各 2 年間の基礎課程と専門課程を明確にし、専門性を深めると同時に、幅広い

学修をも可能とした教育課程を編成している。本学は創立当初より「良識ある音楽家、教育家を

養成する」としており、このことは大学案内その他の広報を通じて学生にも伝え、教養科目の充

実にも力を入れている。本学では教職課程の履修者が多く、2008 年度には各学年とも 60％を超え

る学生が履修している。教職科目には幅広い人間性を養う内容も多く、教養、倫理教育としての

役目を十分果たしている。 

学生の履修指導に関しては、入学時、進級時などで、教務課、教務委員などを通じて組織的に

行っている。１年間に履修登録できる単位数の上限は 40 単位を設定している。 

シラバスは一定の書式で作成され、学生に配布、インターネットでも公開している。 

ＦＤ活動としては、授業評価、教職員研修会、公開授業などを実施している。学生による授業

評価は、統一したアンケート項目を用いて、セメスターごとに実施している。その結果は教員に

フィードバックし、「授業改善計画報告書」をまとめて公開している。 

（３）国内外における教育研究交流 

本学では、従来から外国の著名な演奏家、音楽研究家を招いての公開レッスン、レクチャーな

どを頻繁に開催しており、多くの学生が参加している。一方、本学卒業後に外国の大学や演奏団

体等で研究を継続するケースもある。在学生や卒業生が海外コンクールで入賞することも毎年数

名あり、この実績も着実である。 

2006 年度には、ウィーン音楽・演劇大学との交換留学生制度をスタートした。2007 年度にはウ

ィーンから留学生を受け入れ、2008 年度は、本学大学院生がウィーンに留学して学んでいる。ア

ジア地域からの留学生（委託生を含む）はこれまでに中国、シンガポール、韓国、その他から受

け入れている。また、海外の大学との教育研究交流も進んでいる（国立台湾師範大学、英国王立

音楽院およびギルドホール音楽院など）。 

 

3-2 修士課程・博士課程 

（１）教育課程等 

修士課程では、「広い視野に立って清深な学識と技術を授け、音楽の専攻分野における創造、表

現、研究能力またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業等を担うための卓越した能力を

培う」ことを目的とし、博士後期課程では「音楽の専攻分野について研究者として自立して創作、

表現、研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力

およびその基礎となる豊かな学識を培う」ことを目的としている（本学大学院規則）。 

学部と大学院との関係は、2004 年度に学部の学科再編・カリキュラム改定に伴い、2008 年度に

修士課程も新コースの設置と教育課程の改編を行った。修士課程は 5専攻（15 コース）で構成さ

れている。 

 特に、各専攻の専門科目に加えて、専攻を横断して受講できる「テーマ別演習」「プロジェクト」
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「指導法」（いずれも選択科目）を設け、多角的な見地から研究を推進する体制となっている。 

（２）教育方法等 

教育・研究の推進状況および履修指導は円滑に行われており、適切と判断している。中間発表、

修了演奏、修了作品・論文審査などが複数の教員による合議制をとっているため、客観性も確保

でき、指導内容・方法に関する協議も可能となっている。 

本学は学部の教員が大学院でも指導している場合が多いため、ＦＤに関しても教員の関心・意

識は高く、公開授業を実施して授業改善に資している。シラバスを公表し、学生の授業履修の参

考に供している。大学院学生を対象とした授業評価アンケートは行っていない。これは院生の人

数が少ないこと、個人指導または少人数クラスのため教員と学生間で十分な意思疎通が図れてい

ると考えているためである。それに代えて、修了生を対象としたアンケートを実施したが継続的

な実施を検討している。 

（３）国内外における教育・研究交流 

教育研究の国際化、国際競争力の強化は、重要な課題と受け止めている。これまでも、海外の

著名演奏家の公開レッスンやレクチャーを実施してきた。2006 年度に、海外の芸術系大学 13 大

学を視察・訪問し、国際的レベルの教育事情を知るために実態調査を行った。2007 年度にはウィ

ーン音楽・演劇大学と交換留学生制度を発足した。 

海外や国内で行われるコンクール出場や入賞者は、例年、海外で 10 名前後、国内で 50 名近く

おり、その実績は着実に上がっている。 

（４）学位授与・課程修了の認定 

修士課程と博士後期課程の学位授与は、本学学位規則の中に定めている。 

修士課程では、規定単位の取得と中間発表および修了演奏・作品・論文によって審査している。

それぞれが主査を含めて 4 名以上の教員による審査を受ける。特に演奏の各専攻では主査を含め

て 6名～10 名以上の審査員となるほか、論文審査も行われる。それらの成績は教員が閲覧するこ

ともでき、透明性は確保されている。審査結果は大学院委員会における成績内容の発表とその承

認を必要としていることから、透明性、客観性、厳正さは十分保障されているといえる。 

博士後期課程の学位審査については、完成年度に達していないため修了該当者がいないが、修

士課程に沿った形に外部審査委員を加えて実施することとしている。 

 

４．学生の受け入れ 

4-1 音楽学部 

本学では、「高い目標をもち、自らの能力を常に高め、新たな可能性に積極的に挑む学生、専攻

の基礎能力をしっかり身につけ、基本的な学力・理解力をもち、意欲的に勉学に取り組む学生」

を受け入れ方針として掲げている。入学試験では、専攻の試験はそれぞれ 1・2年生の基礎課程の

専門科目を履修できる基礎能力を測り、共通科目は基本的な学力・理解力を測る。これらの方針

は、入学案内などに明記し、周知を図っている。過去 5 年間の入学定員に対する入学者数比率の
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平均は 1.12 である。 

 

4-2 音楽研究科 

本学大学院では、学内外から優秀な学生の受け入れを推進している。広報は、主にホームペー

ジや大学院入試説明会を実施している。受験者数は 2008 年度入試で入学定員の約 3倍ある。専攻

によっては若干の定員割れがあるが、これは一定のレベルを維持するためである。2007 年度にカ

リキュラム再編を行い、さらに 2008 年度からは修士課程入学時の成績優秀者に 2年間の授業履修

費相当分の奨学金制度（返還不要）を設け、優秀な学生の確保に努めている。 

博士後期課程では定員 5名に対して約 4倍の応募がある（学外からも多数の応募がある）。2008

年度現在、1年生 5名、2年生 5名の在籍があり、適切な在籍者数を確保している。 

 

５．学生生活 

学生が、学生生活を通して豊かな人間性を養い、専門的能力を高めるため十分に学修に専念で

きる適切な環境を整備している。本学独自の奨学金制度を含め、多種の奨学金制度を設け、経済

的学修支援を行っている。 

学内には心身の健康や生活上の諸問題、就職に関する悩み等をサポートする多様な窓口やセン

ターを設け、これら担当者の連携を強化し、きめ細かな相談が行える体制を構築している。 

ハラスメントに関して、本学では 2002 年に指針を設け、「学校法人国立音楽大学キャンパス／

スクール・ハラスメントの防止等に関する規程」を制定している。この指針と規程に基づいて、

学務部が相談窓口となり、問題発生時には委員会を立ち上げ、その解決に取り組む体制を整えて

いる。学生への周知は、チラシやポスター、掲示等で呼びかける他、リーフレットを作成し、入

学時に全学生に配付している。 

 就職指導に関して、本学では教育課程の中に 34 の専門コースを設け、学生の意識を喚起してい

る。学生課内には就職担当者を置き、就職支援を行っている。年 15 回の就職説明会、年 2回の就

職模擬試験、年 1 回の模擬面接、さらに職種別の説明会や講演会、課外講座などを実施し、成果

を上げている。 

 

６．研究環境 

教員が十分な研究活動を行えるよう研究支援体制の充実、研究環境の整備に努めている。また、

演奏会、公開の研究会、印刷物の発行等を通じて、教員の研究成果を広く公表し、研究活動の活

性化を図るとともに、音楽文化の振興に寄与している。 

 学内には、音楽研究所（1976 年設置）、及び楽器学資料館（1988 年設置）を設け、研究活動を

推進している（第 6章 6－2を参照）。研究活動を推進するために、個人研究費「一般支給」「特別

支給」、研究活動補助金「学会出張」「国外研究等」の 4 種の研究費が整備されている。研究室に

ついては、その専門性に応じて個人研究室・共同研究室が整備されている。研修機会は、学会出
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張及び国外研修（長期国外研究員、短期国外研究員、特別国外研究員）の機会がある。研究補助

金に関して、附属図書館、楽器学資料館および事務組織等大学部門では毎年各種補助金を受けて

いる。 

 

７．社会貢献 

 本学では音楽文化の振興に寄与するため、教育・研究活動における成果を広く積極的に地域・

社会に還元するとともに、地域・社会との連携・交流を促進している。特に、2000 年 4 月には演

奏部を設置し、社会貢献の充実を図ってきた。現在、本学主催のコンサートや公開レッスンは年

間約 40 回以上、さらに各科目会が主催する「学内演奏会」や学生企画の「芸術祭」「七夕祭」な

ども加えると、その数は 70 回以上に及び、それらのほとんどは一般公開されている。 

 立川市をはじめとする近隣地域との連携、交流を図る仕組みを構築し、地域の社会貢献を推進

している。2008 年 3 月には立川市と文化交流協定を締結した。また、リカレント教育として「夏

期音楽講習会」を開催しており、それは 50 年以上の歴史がある。2008 年度からは中高校生を対

象に「吹奏楽ワークショップ」を催し、900 余名の参加者があった。「音楽研究所」や「楽器学資

料館」でも各種の催しを一般公開しており、地域から大勢の来場者がある。 

地域の音楽文化交流地方公共団体の政策などにも、本学の教員・学生が関与し、近隣の教育委

員会主催の「音楽鑑賞教室」に本学オーケストラ及び吹奏楽が参加している。 

 

８．教員組織 

 本学の理念・目的・教育目標を実現し、教育内容の充実を図るために十分な教員数を擁してい

る。専任教員 1人当たりの学生数は少ない。専門教育科目（必修科目）は、専任教員が平均 54％

のコマ数を担当しており、とりわけ声楽専修、鍵盤楽器専修においては専任教員が（必修科目の）

60％以上を担当している。 

専任教員の年齢構成は、バランスよく配置されている。 

学生の学習支援は、授業補助員や専門的なノウハウを持った職員を配置してサポートしている。

また、教務課および教職課の職員が教員と学生の連絡調整にあたっている。2007 年度からはＴＡ

を配置して講義・演習のサポートを行っている。現時点では支障なく運用されている。 

 教員の募集・任免・昇格の基準および手続きは、「教員資格審査規程」に則って行われている。

適正かつ民主的に運用されており、特に問題はない。 

 

９．事務組織 

 本学の教育・研究活動を推進するために適切な事務組織を設けており、その構成・人員配置は

適正である。各部署の業務内容及び業務分担は事務分掌により明文化されている。事務組織と教

学組織も充分な連携協力関係があり、適切に運営されている。 

 学内の意思決定・伝達システムは、部室長会議や管理職会議などを通して、適切に機能してい
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るが、情報伝達の周知徹底という点でまだ改善の余地は残されている。これは学内ネットワーク

環境の整備（2009 年度予定）によって改善を行う予定である。ＳＤに関して、外部機関への研修

機会も提供されている。また、学内「教職員研修会」については、問題を共有する貴重な機会と

なっている。 

 本学は音楽単科大学という特殊性から他大学にない専門知識を必要とする事務部署があり、音

楽関係分野の職員には音楽大学卒業生を採用するなどして一定の効果を上げている。また、職員

の異動や外部からの人材採用等を通して、さらなる充実を目指している。職員組織全般としては

概ね適切に運営されている。 

 

１０．施設・設備 

 本学の校地面積は、203,199 ㎡、校舎面積は 43,300 ㎡で、いずれも設置基準上必要な面積の約

10.8 倍、約 2.8 倍と大きく上回っている。また、講義室・演習室等の総数は 328 室、総面積は 13,363

㎡で、学部と大学院共用となっている。校地は東京の多摩西部に位置し、交通の便もよく、周囲

は閑静な住宅地となっている。校内は、学生が休息その他に利用するのに適した木々の緑に囲ま

れた広い空地を有し、教育の場として良好な環境にある。 

 バリアフリー化は危険度・緊急性の高いものから逐次整備されている。2001 年度には一部の施

設に点字ブロック、点字プレート、障がい者用トイレ、階段手すり等を設置した。講堂には 2007

年度にエントランスの階段への手摺の設置、和式トイレの洋式への改修工事などを実施し、改善

を行った。 

 施設･設備等は、総務部統括のもと、建物、電気・水道･ガス設備、空調設備、消防･防災設備、

教室設備、清掃、緑地管理等、関係法令の遵守および適正な維持･管理に努めている。 

 

１１．図書・電子媒体 

 本学図書館は日本における音楽図書館としては申し分のない規模とクオリティを誇っており、

一大学の枠を超えて日本の音楽研究において中心的な役割を果たしている。利用状況や運営の充

実度は、朝日新聞社の「大学図書館ランキング」で 2008 年度版総合 4位、2009 年度版では総合 1

位にランクされた。本学の特徴の 1 つとして広く社会に認知されている。毎年 5,000 冊程度の図

書(楽譜を含む)を新規に受入れ、さらなる所蔵資料の拡充に努めている。 選書に関しては図書館

職員による選書担当部門が原案を出し、教員による図書館委員会に諮って決定している。 

学生収容定員(1897 名)に対する閲覧席座席数の割合は 14.5％で、大学基準協会による 10％と

いう基準をクリアしている。 

 図書館の開館時間は、通常授業期間の平日 8:50-19:00、土曜 8:50-16:40 である。年間 230 日

強開館しており、閉館時でも教員や院生の利用は可能である。 

 所蔵資料は参考図書類以外全て閉架式で、館内に置かれた資料検索システム OPAC の端末を利用

の他、インターネット経由での検索が可能である。資料検索などは常時職員が相談に応じている。
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OPAC、WebOPAC 等について、クラス単位、ゼミ単位でのガイダンス、個人的なグループ向けガイ

ダンスを行うなど、利用方法の周知を図っている。国内外の様々なオンライン・データベースに

アクセス可能である他、インターネットを通じた楽曲配信も可能である。オンライン・データベ

ースは自宅からもアクセスが可能である。 

 

１２．管理運営 

教授会は学長並びに専任教員（教授、准教授、専任講師）をもって構成され、「国立音楽大学教

授会規程」に基づいて運営されている。教授会の議事運営は、教授会で選出された議長団に委ね

られ、年間 11 回、ほぼ月 1回開催されている。また、学長の諮問機関として、専任の教授で構成

された教授会議を置いており、学部教員の任用と昇任の大綱や教員資格審査委員会委員選出等を

行っている。教授会の審議事項は、教授会規程第 4 条に定められており、民主的に運営されてい

る。教授会の下に教務委員会、学生生活委員会、演奏部委員会、紀要編集委員会が設けられてお

り、必要な案件に関しては教授会で審議を行っている。 

 大学院委員会は、委員長（学長）並びに専任教員（教授、准教授、専任講師）をもって構成さ

れ、「国立音楽大学大学院委員会規則」に基づいて運営されている。議事の運営については、学長

の指名した副委員長および副学長に委ねている。大学院委員会のもとに、各専攻の教授で構成さ

れた大学院運営委員会を置き、「大学院運営委員会規程」に基づいて民主的に運営されている。 

 

１３．財務 

大学の消費支出比率は過去 5 年平均で 86.1％と収入,支出のバランスを考慮した運営がなされ

ている。法人全体でも資産処分損といった特殊要因のあった 2005 年を除いて消費支出比率は

100％を下回っている。また今後、キャンパス整備にともなう設備支出も自己資金で行う計画であ

る。大学では新カリキュラムに対応するために 3 号館別棟を建設したが、音楽大学にとって重要

な、より良い演奏環境を創り出すために委員会を設置して、新レッスン棟の建設を計画している。

毎期の予算策定、執行に関しては、経理規程第 8章に則り厳格に行われている。 

大学の校舎整備計画は、大学の教育･研究理念を実践する上で必要な施設・設備を最優先に綿密

に計画されている。また、その財政的な裏付けを検証している点は、評価される。学生数は減少

傾向にあるが、教職員の世代交代による人件費の減少もあり、収支のバランスを考慮した運営が

なされている。減価償却引当特定預金や施設設備引当特定預金も設定されており、財政基盤も確

立している点は評価される。附属校を含め順次、キャンパスの整備を進めているが、その資金は

すべて自己資金である。毎期の予算については、教育研究に関わる重点施策と財政見通しを踏ま

え、編成されている。 

音楽大学の特殊性から、科学研究費や受託研究費の受け入れは少ない。一方、大学企画の演奏

会が｢文化庁芸術団体人材育成支援事業｣の助成対象事業に選ばれたり、図書館の音楽資料目録テ

ータベースの整備等に関して私立大学等経常費補助金特別補助を受けている点は評価できる。 
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予算編成を審議するプロセスは確立されており、理事会においても、十分な検討がなされてい

る。決定された予算に基づき執行されている。稟議制度（規程）も整備されており、明確性、透

明性も担保されている。予算執行の効果については、理事会、評議員会における決算報告時に事

業報告と共に分析、検証される。 

大学の決算書類は定期的に公認会計士の監査を受けており、また、監事制度も私立学校法改正

以前から対応しており、適切である。監事および監査委員による内部監査についても、事前の書

類の点検、実地調査、ヒアリング等が行われており、評価に値する。 

法人全体の消費支出比率は、およそ 90％台であり、収支のバランスを考えた運営がなされてい

る。特に大学は実質的な借入金がなく、各種引当預金も設定されており、財務比率が良好である

点は評価される。 

 

１４．自己点検・評価 

本学における自己点検・評価は、規程に基づき、適切に運営されている。また、大学院におい

ても 2007 年 4 月に大学院委員会規則を改正し、自己点検・評価を明確に委員会の審議事項として

位置付け、さらに大学学則や教務委員会規程の改正で、自己点検・評価に言及したことに関して

は評価できる。 

自己点検・評価の結果を受けて将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムとし

ては確立されてはいないが、点検・評価の結果は、報告を受けた理事長、学長がそれをもとに、

その後の大学運営、教学の在り方などを検討し、2007 年度に策定された「学校法人国立音楽大学

中期計画」に反映されている他、学内に周知され、各方面で改善・改革に向けた検討等に生かさ

れている。また、教育システムの検討を始めるべく学長主導の検討委員会の立ち上げも計画され

ている。評価結果の公表については、冊子の配布に留まっており、在学生、卒業生、保護者など

のステークホルダーに広く周知されているとはいえない。 

 

１５．情報公開・説明責任 

財政公開については、法律改正以前より、刊行物「くにたち音信」を通して積極的に財務内容

を公開してきた。この内容は具体的で透明性も高く、充実したものと評価できる。ホームページ

も積極的に活用し、財務内容の公開に努めている。 

財政公開請求については、学内で制定された「取扱要領」に従って閲覧が可能である。開示対

象書類の内容はホームページにも公開されている。個人情報の開示請求についても、規程が整備

されており、適切に対応している。 

自己点検･評価結果および外部評価委員による評価報告書は、学内外に配布されている。が、そ

の周知は十分とはいえない。教員の業績等の情報は、紙媒体だけでなく、誰もが簡単に見られる

ように、ホームページでの公開を 2009 年度から行えるように準備中である。 
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以上、本報告書の要約を掲げた。今回の報告書をまとめる過程を経て、本学の特色や改善点な

どが浮き彫りとなった。この過程で得られた収穫の 1 つは、本学の長い歴史の中で蓄積された特

長を再認識する機会となったことである。つまり、本学発足以来こだわり続けている音楽の価値

を追求する学究的風土、そして社会のさまざまな場面で音楽のもてる力を発揮して社会貢献しよ

うとする風土である。このような“くにたち”の風土を未来にも伝えていきたい。 

  

本報告書は、本学のいま置かれている状況を可能な限り、あるがままの状況を描いた。この作

業と並行しながら、既に新たな改善・検討は進行している。2008 年 5 月には、学長の諮問機関と

して「音楽文化デザイン学科・音楽教育学科魅力倍増委員会」（清水康子委員長）を設置し、緊

要な課題について検討した。この魅力倍増委員会では、特に、音楽文化デザイン学科および音楽

教育学科の将来を見据えて、教育内容やその運営方法、学生募集、広報戦略など、幅広い課題が

取り上げられ、現状分析と対応策について模索した。その答申書は、既に 2008 年 10 月、学長に

提出された。その答申を受けて、12 月には、全学的な委員会として「専修・コース検討委員会（仮

称）」を設置することが決まり、具体的な検討に着手し始めた。 

 今後の点検・評価の活動は、次期自己点検・評価委員会に委ねることになるが、そこでは学内

において尚一層、論議の場を広げていくことが重要となる。これはＦＤやＳＤの機会にもなる。

そうした論議の広がりは、本学教育の進展に必ずや寄与すると考えられるし、そうした自由な意

見交換は、本学が伝統的に培ってきた風土でもある。 

 

 2008 年 12 月 
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