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法人の概要 

 

１．はじめに 

 

大正１２年、関東大震災のわずか２ヶ月後、洗足学園は、女性の「自立」を支える教育の必要性を

感じた前田若尾が、自宅の２階８帖二間を教室に開放した私塾として産声をあげました。大正デモク

ラシーによって女性の社会進出が広がる中で、多くの賛同者の力添えを得た前田若尾は、翌大正１３

年に自宅の敷地内に新たに校舎を建て、当時女性が天職を得るために最も近道であった、裁縫を学ぶ

ための女学校を設立したのです。 

前田若尾が掲げた「理想高遠、実行卑近」の言葉通りに、その遺志を継いだ前田豊子は、若尾の死

の翌年、昭和２３年に空襲によって焼け野原となった川崎市の校地に高等学校と幼稚園を、さらに昭

和２４年には小学校を開校しました。大正１３年の創立当初は、わずか６名の生徒だった女学校が、

９０年余を経て、現在では幼稚園から大学院までを擁する総合学園となり、園児、児童、生徒、学生

総数４，６８３名を数えるまでに発展してきた洗足学園の歴史は、まさに「挑戦」の連続でした。 

洗足学園の建学の精神のもう一つの柱は「奉仕」です。十字架につけられる前夜、最後の晩餐の席

を前にして、キリストは十二人の使徒たちの足をひとりひとり洗い、こう命じました。「主でありま

た教師であるわたしが、あなたがたの足を洗ったからには、あなたがたもまた互いに足を洗わなけれ

ばならない」（新約聖書ヨハネによる福音書第十三章）。敬虔なクリスチャンだった前田若尾は、校名

を「洗足」と定め、この教えにこめられた「奉仕」の精神を養い、社会貢献に取り組むことを洗足学

園の理想としたのです。 

 本学園はこの「自立」「挑戦」「奉仕」の精神の下、絶えず変化する社会の要請に応えるべく学校教

育に邁進しております。 

 

２．建学の精神 

 

若き学徒をして、 

真の人生の目的に目覚めさせ、 

さらに人間の天職を悟らせ、 

謙虚にして  

慈愛に充ちた心情（謙愛の徳）を養い、 

気品高く、かつ実行力に 

富む有為な人物を育成する。 

 

また、実践標語として「理想高遠 実行卑近」を掲げている。 
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３．法人の概況 

（１）名 称 

  学校法人洗足学園 （昭和２６年３月９日認可） 

 

 

（２）所 在 

  神奈川県川崎市高津区久本二丁目３番１号 

 

 

（３）目 的 

  この法人は、創立者故前田若尾の建学の精神並びにその遺訓に基づき、教育基本法及び学校教 

 育法に従い、学校教育を行うことを目的とする。 

 

 

（４）資産の総額 

  ４６，８４９，８０１，４５９円（平成２８年３月３１日現在・５月３０日登記） 

 

 

（５）学校法人役員及び評議員 

  理 事   定員 ５～９名     現員  ７名 

  監 事   定員 ２名       現員  ２名 

  評議員   定員 １１名～１９名  現員 １７名 

 

 

（６）設置校 

① 洗足学園音楽大学 

    大学院（平成１１年１２月２２日認可） 

音楽研究科 

  器楽専攻、声楽専攻、音楽教育学専攻、作曲専攻 

 

    音楽学部（昭和４２年１月２３日認可） 

音楽学科 

   所在地 神奈川県川崎市高津区久本二丁目３番１号 

 

② 洗足こども短期大学（昭和３７年１月２０日認可） 

    幼児教育保育科（昭和４０年１月２５日認可） 

   所在地 神奈川県川崎市高津区久本二丁目３番１号 
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③ 洗足学園高等学校 全日制課程 普通科 

   洗足学園中学校 

   （併設型中高一貫校） 

    高等学校（昭和２３年３月１０日認可） 

    中学校（昭和２８年３月３１日認可） 

   所在地 神奈川県川崎市高津区久本二丁目３番１号 

 

④ 洗足学園小学校（昭和２３年１２月２５日認可） 

   所在地 神奈川県川崎市高津区久本二丁目３番１号 

 

⑤ 洗足学園大学附属幼稚園（昭和２３年３月２５日認可） 

   所在地 神奈川県川崎市高津区久本二丁目３番１号 

 

 

 

 

 

 

 

 



部門 科別 年次 定員  実数 年次 学級数 定員

小計 92 97
合計

240

6

2 46 40
2706

719

6

（７）学生・生徒・児童・園児数

 実数

大
　
　
　
学

大学院
音楽研究科

1 46 57

270

音楽学部
音楽学科

1 470 533

2 420

425 434

1,760

3

445

251

1

3

2

270 240

239

18 810

6 270

6 270

専攻科 20 8

4 425 414

251

合 計 1,852 1,931

2

243

745

76

87

小計

1 300

2 300

5 2

306

1,834

600 639

4 2

2

8

333

6 270

合 計 18 810

3

1

77

22

2 80

3

12

80

80

平成28年5月1日

2 64

80 77

80 70

80 72

2

190

2 64

480 459

280

4 62短
 
期
 
大
 
学

幼児教育保育科

4,832 4,683

合 計

総 合 計

５歳児

４歳児

合計
280

部門・科別

高　等　学　校
普　通　科

中　学　校

小 学 校

幼 稚 園

３歳児

6

1

合 計

4



（８）教育長及び教職員数

洗足学園音楽大学 学長　　万代　晋也　　

洗足こども短期大学 学長　　万代　晋也　　

洗足学園高等学校 校長　　前田　隆芳

洗足学園中学校 校長　　前田　隆芳

洗足学園小学校 校長　　吉田　英也

洗足学園大学附属幼稚園 園長　　富樫　恭子

部門

大学

短期大学

中学校・高等学校

小学校

幼稚園

合計

職員

5

平成28年5月1日

195

兼務職員

69

26

86

教員合計

926857

1,171

本務教員

109

32

18

兼務教員

8

69

21

本務職員

202

職員合計

40

6

65

976

111

10

91
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事業の概要 

１．教育事業 

（１）洗足学園音楽大学 

多様化・国際化する教育 

新設コースの充実と拡大 

平成２８年度より入学定員が４２０名か

ら４７０名へ増えたことにより、今まで

以上に社会的な要請及び受験生のニーズ

等に応え、更なる教育研究活動の多様化

を図ることが可能となりました。近年新

たに設置したバレエコース、声優アニメ

ソングコースは堅調なコース運営を行っ

ており、一方で既存のコースについても、

従来以上にきめ細やかな対応を求められ

ている状況の中、アカデミックアドバイ

ザーの充実といった人的サポートやカリ

キュラム、時間割などソフト面について

も併せて整備し、それぞれのコースにお

ける学生の満足度を高めてまいりました。 

 

演奏会の充実と多様化 

東京オペラシティコンサートホールや横

須賀芸術劇場などの外部ホールにて吹奏

楽やジャズの演奏会を開催するとともに、

ミュージカルと吹奏楽のジョイントコン

サートやバレエと声優のコラボレーショ

ンによる台詞付きバレエ公演など、コー

ス横断的でチャレンジングな本学ならで

はの演奏会を実施することができました。

また、オーケストラの演奏会では、シャ

ルル・デュトワやウラディーミル・アシ

ュケナージなど、世界一流の指揮者を招

聘し、学生にとってはまたとない記憶に

残る演奏会となりました。 

 

    

 

 

国際交流の推進①-ミュージカルコース 

学生４０名によるロンドン研修旅行を実

施し、ミュージカルの観劇やシェイクス

ピア劇場見学の他、アン・マリー氏によ

るヴォーカルレッスン、パイナップルス

タジオでの様々なスタイルのダンスレッ

スンを受講いたしました。 

 

国際交流の推進②-バレエコース 

学生２４名によるニューヨーク研修旅行

を実施し、アメリカン・バレエ・シアタ

ー付属のジャクリーン・ケネディ・オナ

シススクールにおいてシンシア・ハーヴ

ェイ校長の監修の下、バレエ研修を受講

いたしました。 

 

国際交流の推進③-ピアノコース 

学生２０名によるハンガリー・オースト

リア研修旅行を実施し、ブダペストでは

特別レッスンを受講し、ウィーン市内に

おいては演奏会を開催いたしました。 

 

国際交流の推進④-ジャズコース 

学生８名によるニューヨーク研修旅行を

実施し、スティーヴ・ウィルソン氏、マ

イク・モレノ氏によるレッスンやキー

ス・ジャレット氏の演奏会鑑賞などを実

施いたしました。 

 

国際交流の推進⑤-専攻科 

学生６名によるウィーン研修旅行を実施

いたしました。各学生は専門毎にウィー

ン国立音楽大学の教授陣による個人レッ

スンを受講した他、フォルクスオーパー

でのオペラ鑑賞、美術史美術館視察等を

実施いたしました。 
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国際交流の推進 ～著名な海外アーティ

ストによる特別レッスン（抜粋）～ 

①フィリップ・ベルノルド氏（パリ国立

高等音楽院 フルート・室内楽教授）に

よる呼吸法を中心とした公開レッスン

を実施いたしました。 

②ミクロシュ・トカシュ氏（ドレスデン

国立歌劇場管弦楽団ホルン奏者）によ

るミニコンサートと公開レッスンを実

施いたしました。 

③アティラ・ファルヴァイ氏（リスト音

楽院ヴァイオリン科教授）による特別

レッスンを３日間に亘り実施いたしま

した。 

④アントン・ミッターマイヤー氏（ウィ

ーンフィルハーモニー管弦楽団首席テ

ィンパニー奏者）によるマスタークラ

スを実施いたしました。 

⑤オレグ・クリサ氏（イーストマン音楽

学校ヴァイオリン科教授）による特別

レッスンを４日間に亘り実施いたしま

した。 

⑥フェデリコ・アゴスティーニ氏（元イ・

ムジチ合奏団コンサートマスタ、イン

ディアナ大学ブルーミントン校ヴァイ

オリン科教授）による特別レッスンを

２日間実施いたしました。 

⑦エリック・サミュ氏（パリ管弦楽団首

席打楽器奏者）によるマリンバマスタ

ークラスを実施いたしました。 

⑧エマニュエル・セジョルネ氏（打楽器

奏者・作曲家）によるマスタークラス

を実施いたしました。 

⑨金管五重奏カナディアンブラスアンサ

ンブルによる特別講座を実施いたしま

した。 

⑩マイケル・シャノン氏（元ボリショイ

バレエ団、ウィーン国立バレエ団、ク

レムリン宮殿バレエ団プリンシパルダ

ンサー、元アントワープ・ロイヤル・

バレエ学校芸術監督）による公開レッ

スンを実施いたしました。 

⑪ヨハン・シュミット（ブリュッセル王

立音楽院ピアノ科教授）による特別レ

ッスンを実施いたしました。 

⑫イルギス・ガリムーリン氏（モスクワ・

クラシック・バレエ団の元プリンシパ

ルダンサー）による特別レッスンを実

施いたしました。 

⑬エリック・ル・サージュ氏（ピアニス

ト、室内楽奏者、ロベルト・シューマ

ン国際コンクール１位）によるマスタ

ークラスを実施いたしました。 

⑭ヴィルフリード・シュトレーレ氏（元

ベルリンフィルハーモニー管弦楽団首

席ヴィオラ奏者）によるマスタークラ

スをソロ、デュオ、ピアノ三重奏、弦

楽四重奏といった様々な形態にて３日

間に亘り実施いたしました。 

 

 

社会貢献・社会連携 

年間２０５回の演奏会開催 

授業成果の発表という位置付けで実施し

た演奏会は前田ホールを中心に２０５回

に及び、地域の方々を含め、年間約６万

３千人の来場者数を記録いたしました。 

   また、１１月１２日（土）、１３日（日）  

に開催したＳｅｎｚｏｋｕ Ｇａｋｕ－

ｅｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０１６（学園

祭）では、「卒業生・在校生の交流」及び

「地域との連携」をテーマに７７本の演

奏会、ダンス公演、着ぐるみ人形劇など

を行い、この他に「絵本の読み聞かせ」（リ

ズム遊び）等の体験型イベントや１３の

模擬店を揃え、来場者は２２，３５４人
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と過去 高となる人数を記録いたしまし

た。 

 

音楽祭等への招待 

①ミューザ川崎シンフォニーホール主

催の「フェスタ・サマー・ミューザＫ

ＡＷＡＳＡＫＩ ２０１６」に、秋山

和慶芸術監督指揮の下、洗足学園音楽

大学管弦楽団及びバレエコースの学

生が出演いたしました。 

②長野県小布施市が主催する第１８回小

布施音楽祭に招待され、秋山和慶芸術

監督指揮による学生オーケストラが参

加し、地元で好評を博しました。 

③２０１６年横浜ジャズプロムナードに

ゲット・ジャズ・オーケストラが参加

し、横浜日産ギャラリー、クイーンズ・

サークル及びセブンス・アヴェニュー

にてライブ演奏を行いました。 

 

被災地支援活動 

東日本大震災被災地支援 

東日本大震災被災地支援の中心的役割を

担う１１７名の学生ボランティアにより、 

被災地である石巻市、気仙沼市、いわき

市などにて被災地支援コンサートを実施

いたしました。この他、多くの主催演奏

会においても募金活動を展開した結果、

義捐金総額は１，２０９，８９２円とな

り、全額を「あしなが東日本大地震・津

波遺児募金」に寄付いたしました。 

 

東日本大震災被災学生への修学支援 

東日本大震災により被災した学生への修 

学支援として、新入生・在学生合計１９ 

名に対して総額３２，１４０，０００円 

の学納金減免措置を講じました。 

 

その他 

 昭和大学との包括連携協定 

学校法人洗足学園と学校法人昭和大学は

包括連携協定を締結し、両法人が設置す

る大学のそれぞれの特色を活かした連携

により、教育・研究・診療・芸術・保育

の分野における充実と発展を目指してい

くことといたしました。 

 

受験ステーション“クロスアーツ”の 

設置 

洗足学園音楽大学附属音楽教室について

は、音楽大学受験生に広く門戸を開き、

より親身にサポートを行っていくことと

して、受験ステーション“クロスアーツ”

としてリニューアルいたしました。 

 

 

（２）洗足こども短期大学 

教育力の充実 

 質の高い保育者（学生）の養成 

カリキュラムの柱となる「実習」を中心

に教育体制の充実を図るため「実習運営

会議」を新たに設置し、「実習の手引き」

を策定するなど、全学生が等しく実習内

容を理解できるよう改善を図りました。

更にＦＤ活動については「三つのポリシ

ー」の見直し、「カリキュラムマップ」の

策定を行い、教員間の連携強化を一層図

ることができました。 

   

募集活動の拡充 

オープンキャンパスにつきましては、平

成２７年度の実施内容の検証に基づき、

高校生のニーズに沿った内容に改善のう

え実施し、引き続き安定した入学者の確

保に繋げることができました。 
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学生支援 

 キャリアサポートの充実 

実習担当教員を中心に、専任教員と実

習・進路サポート室の一層の連携強化を

図りながら効果的なキャリアガイダンス

を実施し、採用環境も引き続き堅調であ

ったことから、平成２８年度も幼稚園・

保育園就職希望者の就職率１００％を達

成いたしました。 

 

東日本大震災被災学生への修学支援 

東日本大震災により被災した学生への修

学支援として、新入生・在学生合計２名

に対して総額９９５,０００円の学納金

減免措置を講じました。 

 

  社会貢献・社会連携 

出張ボランティア公演 

学生の授業成果の発表と合わせ、地域貢

献活動の一環として、１１月７日から 

１８日の間、人形劇、管楽器コンサート、

ボーカルコンサートなどの「出張ボラン

ティア公演」を川崎市内１４の保育園に

て実施いたしました。 

   

 幼稚園・保育園との関係強化 

幼稚園・保育園など、各協会が主催する

職員研修会への講師派遣の継続に加えて、

神奈川県私立幼稚園連合会及び川崎市幼

稚園協会が共催する免許状更新講習への

講師派遣を、平成２８年度も４年連続で

実施いたしました。 

 

   「保育・子育て研究所」の活動 

平成２７年度より検討を行っていた高津 

区子育て支援室との連携事業として研修 

会を共同開催し、「子ども・子育てフェス 

タ」や子育て支援事業「あつまれキッズ」 

には、学生・教員が参加いたしました。 

 

その他 

海外幼児教育研修の実施 

学生３２名により海外幼児教育研修を、

３月にアメリカのオレゴン州ポートラン

ドにて実施いたしました。ポートランド

州立大学附属幼児教育施設などで研修を

行いましたが、前回の研修内容を一部変

更して一層の充実を図り、子どもたちと

の交流も含めた様々な異文化交流を通じ

て、今後の更なる学びに繋がる数多くの

貴重な体験をいたしました。 

 

昭和大学との包括連携協定 

学校法人洗足学園と学校法人昭和大学は

包括連携協定を締結し、両法人が設置す

る大学のそれぞれの特色を活かした連携

により、教育・研究・診療・芸術・保育

の分野における充実と発展を目指してい

くことといたしました。 

 

 

（３）洗足学園中学校・高等学校 

  教育イノベーションの推進 

教育システムの充実 

２０２０年大学入試制度改革への対応策

として、平成２８年度中学１年生から教

育課程を改訂し、英語教育の充実として

外国人教員によるＥＳＳＡＹ講座を新設

いたしました。また、英語力を測定する

テストとして英検からＴＯＥＦＬへの移

行を実施し、中学１年、２年を対象に 

ＴＯＥＦＬ Ｐｒｉｍａｒｙを実施する

とともに中学３年生以上の希望者を対象

にＴＯＥＦＬ ＩＴＰを実施いたしまし

た。更には教科横断型授業として、理科

と数学、化学と家庭科など、教科の枠を
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超えた授業も実施いたしました。 

 

Ｍｏｄｅｌ Ｕ．Ｎ．の開催 

模擬国連国際大会として日本での開催が

２回目となる環太平洋国際模擬国連会議

を、３月２４日から２６日の３日間に亘

り実施いたしました。「持続可能な開発目

標」というテーマの下、３つの委員会を

設け、ＷＨＯ（Ｗｏｒｌｄ Ｈｅａｌｔｈ 

Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）では「ジカ

熱問題」、ＳＣ（Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｃｏ

ｕｎｃｉｌ）では「シリア難民問題」、Ｕ

ＮＥＰ（ＵＮ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

Ｐｒｏｇｒａｍｍｓ）では「海洋生物」

といった問題について、日本（首都圏）、

アメリカ（カリフォルニア）、中国（天津）、

台湾の高校生１７３名が参加し、カリフ

ォルニア大学ロサンゼルス校とバークレ

ー校の大学生がスタッフとなり、実際の

国連会議同様に議論・交渉から決議の採

択までを行いました。 

 

ＩＣＴ教育の更なる充実 

ソーシャルメディアリテラシー教育を引

き続き実施し、ネット社会のリスク低減

及びトラブル回避の能力を身につけさせ

たうえで、生徒自らがネット社会に情報

発信するスキルに磨きをかけていくこと

を目的に、ＩＣＴ研修を実施いたしまし

た。また、特別教室を含む全教室内にＷi

Ｆi環境を整え、社会、数学、英語といっ

た教科を中心に電子黒板、ｉＰａｄなど

の電子機器を使い、対話形式、グループ

ディスカッションなどによりアクティブ

ラーニングを実施いたしました。 

 

 

 

  その他 

入試出願方法のＩＴ化 

   中学校入試に係る出願受付を窓口対応か

らＷｅｂ送信へ全面移行するなど、業務

のＩＴ化を図ることにより、出願者の利

便性向上に繋げることができました。ま

た、結果として、窓口業務の削減にもな

りました。 

 

震災ボランティア活動 

   「謙愛」の徳を備え、実行力に富んだ人

材の育成の一環として、震災ボランティ

ア活動を継続して実施いたしました。生

徒会主催によるチャリティコンサート

「東日本大震災を忘れない」では、総額

２６９，１８５円の義捐金が集まった他、

洗足祭での震災被災地の写真展・東北物

産展、被災地仙台市、大船渡市での支援

コンサートなどを開催いたしました。 

    

   国内外の他流試合 

   「他流試合」と称して国内外で開催され

るイベント型研修に積極的に参加いたし

ました。主なものとして、国内では「２

０１７国際哲学オリンピック選考会」、

「プラチナ人材育成塾＠会津」、「全国高

校生英語スピーチコンテスト」などに参

加し、国外では川崎市のかわさき国際友

好使節として参加した「クロアチア・ユ

ースサミット」の他、香港で行われた「日

中青年会議」などのディベート大会、グ

ループワークに参加し、活躍の場を広げ

ていきました。 
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（４）洗足学園小学校 

  質の高い教育を目指して 

ＩＣＴ教育の推進 

   ＩＣＴ教育先進校への視察や研究を基に

試験的に導入していた電子黒板機能付き

プロジェクターを全教室に設置し、本格

的に運用を開始いたしました。また、全

教員にｉＰａｄを支給し、授業・業務で

の活用を促すともに、教育業務支援ソフ

トに係る研修会を併せて実施いたしまし

た。更に、平成３０年度を導入目標とし

ている、「授業用に児童一人１台のタブレ

ット型端末機を持たせること」の前段階

として児童用タブレット型端末機を１ク

ラス分配備し、授業での使用を開始いた

しました。 

 

   児童会の運営 

   児童の自主性や奉仕の精神を涵養してい

くことを目的として児童会を正式に発足

させました。自主的活動を奨励するため

月に１回開催する定例会において、「今月

の目標」を定めて児童に周知し、その活

動状況を朝会で報告することにより、目

標の達成度を検証しております。 

 

「道徳」の授業研究の推進 

   平成２７年度の研修と研究授業の反省を

受けて策定した平成２８年度「道徳科」

の年間指導計画に基づき全クラスで研究

授業を実施し、内容の更なる深化に努め

ました。この結果、クラス運営や各種行

事の運営がスムーズに行えるなど、良い

「変化」が生まれてまいりました。 

 

広報募集活動  

   学校紹介ビデオの製作、プロジェクター

を使用した学校紹介等、視覚的にも工夫

を凝らした広報募集ツールにより、本校

の特長をより多くの方に理解してもらえ

るようになりました。こうした分かりや

すい広報活動により、受験生・保護者に

向けての公開授業や合同相談会への参加

者数は激増いたしました。 

 

情操教育  

情操教育の一環として活動しているオー

ケストラは、過去 高の団員数となり夏

と冬に前田ホールにおいて演奏会を開催

しました。また、バレエ教室でも大学の

スタジオにおいて発表会を実施いたしま

した。更に音楽鑑賞会についてはオーケ

ストラの指導にあたる講師陣による演奏

会を開催いたしました。 

 

中学校受験結果 

   充実した教育内容ときめ細やかな受験指

導の結果、過去 高の中学校合格実績を

挙げることができました。また、個々の

児童への手厚い指導によって、全体的な

学力向上を図ることができました。 

 

 

（５）洗足学園大学附属幼稚園 

  保育内容の充実へ向けて 

教育内容の充実 

 教育内容充実のため、教材研究や環境設

定をテーマとした夏季研修会や講習会へ

教員１０名が参加し、それぞれが参加し

た研修結果を持ち寄って「質の高い保育」、

「質の高いあそび」及び「幼稚園の広報」

をテーマとした園内研修を実施いたしま

した。また、園児の身体の発達に関して、

バランスのよい体作りを実践していける

よう、平均台、年少児用サッカーゴール

やロープで登るすべり台も設置し環境整
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備を行いました。更に、音楽教育及びマ

ナー教育の一環として実施しているキッ

ズコンサートについては、保育の際に使

用している季節の歌曲を取り入れながら、

参加型コンサートとして開催することが

できました。 

 

保護者との連携 

クラス懇談会及び担任教員による保護者

一人ひとりとの面談・対応時間を増やし、

受験期間中における親子の不安に対する

訴えに、きめ細かく対応をしてまいりま

した。また、「道路での歩き方」や「乗り

物の中での過ごし方」について、教員も

実際に通園路に立ち指導するなど、保護

者とともにマナー向上に努めました。 

 

 広報活動について 

近隣の附属幼稚園１５園共催による「合

同相談会」や幼児教室が主催する「幼稚

園フェスタ」への参加、更には幼児教室

への訪問説明会の実施など広報活動を強

化して参りました。また、「親子のための

音楽会」や「作品展」などの行事もホー

ムページにてご案内した結果、入園希望

者の参加数が増え、本園をより一層理解

いただける機会となりました。ホームペ

ージにつきましては、その充実を図るた

めに、更新間隔を短くして、四季折々の

子どもの姿や成長の証である子どもたち

の手による作品を多く掲載して、保育の

特長を発信してまいりました。 
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２．管理運営事業 

（１）安全管理 

情報セキュリティ体制の構築 

 ＩＳＯ２７００１認証取得範囲の拡大 

学生、教職員の個人情報や研究成果など、

守るべき情報資産に対して情報セキュリ

ティマネージメント体制を構築するため

に、専門家の助言の下、平成２７年度か

ら着手しているＩＳＯ２７００１の認証

取得については、ＩＴ統括部ネットワー

クインフラチームから始まり、平成２８

年度は大学事務局、短大事務局、法人本

部までが適応範囲としての認証を取得す

ることができました。 

 

  防災体制の整備 

   災害時対応マニュアルの改訂 

東日本大震災から６年を経過した現在、

首都圏にも近い将来に直下型の大地震が

発生するとの予測もされており、改めて

防災意識を高めていくことを目的として、

学園の防災マニュアルを総合的に整理し

「災害時対応マニュアル」についての改

訂を９月に行いました。また、今回は演

奏会時の対応をまとめた「災害時対応マ

ニュアル・前田ホール編」も新たに作成

いたしました。 

 

地域との連携 

高津区防災ネットワーク会議への参加 

高津区防災ネットワーク会議の交通・帰

宅困難者対策部会に加わり、災害時用無

線機の定例通信訓練に参加するなど高津

区の防災活動に積極的に協力いたしまし

た。 

 

 

 

各種研修会の実施 

情報セキュリティ研修 

学園関係者の個人情報を含む情報資産を

守るべく情報セキュリティ方針を定める

とともに、情報漏えい防止及びソーシャ

ルネットワークサービスにおける情報発

信マナー等に係る個人情報保護法研修会

を継続して実施いたしました。 

 

災害・緊急時に対する研修 

学生・生徒等の安全確保のため、防犯研

修、救急救命研修、避難訓練等を継続し

て実施いたしました。 

    

 

（２）外部資金受け入れ体制の整備 

洗足学園教育研究充実資金について 

学園の運営に資し、教育の振興に寄与す

ることを目的とし、教育研究施設、設備

等の維持拡充及び教育研究用資金として

寄附を募る「洗足学園教育研究充実資金」

を設置いたしました。なお、募集期間は

平成２８年１０月～平成３３年９月とい

たしました。 
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３．施設・設備整備事業 

（１）施設関係 

溝の口キャンパス整備事業 

   大学新校舎（スタジオ棟）新築工事 

   バレエコース及び平成３０年度に新設す

るダンスコース用に新たにレッスンスタ

ジオを中心とした校舎建設に着手いたし

ました。 

＜大学新校舎（スタジオ棟）概要＞ 

    構  造：鉄筋コンクリート造 

（一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋

コンクリート造）地上５階 

    建築面積：６３８.００㎡ 

    延床面積：２,７２３.０４㎡ 

    工  期：平成２９年２月～ 

平成３０年２月 

 構  成：バレエ・ダンスのレッスン

を行う上で充分な大空間

（約２３０㎡）に弾力性を

備えた二重床構造の演習室

（スタジオ）、保健室、研究

室 等 

 

大学１・２号館の解体及び校地整備 

   アンサンブルシティの竣工により着手し

た１・２号館の解体工事は平成２８年７

月に完了し、工事完了後は溝の口キャン

パスの環境整備の一環として、客土を施

したうえ、植栽エリアといたしました。

また、併せて前田ホール西側植栽エリア

についても整備工事として照明装置を追

加いたしました。 

 

キッズスクウェア改修工事 

   キッズスクウェアについては、耐震対策

の一環として大体育館の天井撤去工事を

実施いたしました。また、併せて校舎内 

 

塗装工事の２期目を実施するとともに屋

上受水槽の取替更新も行いました。 

 

ターミナルＬ外壁改修工事 

ターミナルＬの東側外壁（１階、２階部

分）に生じたクラックについて、補修工

事を実施いたしました。 

 

   中学校・高等学校講堂棟屋上防水改修 

工事 

   中学校・高等学校講堂棟について、建物

内部への雨水浸透を防ぐため、空調設備

機器更新工事に併せて、南側屋上部分の

防水工事を実施いたしました。 

    

   レンガ外壁洗浄工事 

   経年により屋上笠木から流れる雨水の汚

れが目立ってきた中学校・高等学校講堂

棟、小学校校舎東側及び幼稚園園舎北側

のレンガ壁については、レンガ壁を洗浄

のうえ、美観保全のため表面のコーティ

ング塗装を実施いたしました。 

 

   耐震対策に係る調査 

 学校施設における天井等落下防止対策を 

 進めるにあたり、文部科学省による指針 

に基づき、非構造物に該当する施設の確 

認とその耐震対策に係る調査を実施いた 

しました。 

 

塀塗装工事 

 溝の口キャンパス西側県道沿いのコンク

リート塀について、塗装剥落箇所の修繕

工事を実施いたしました。 

 

学生会館の閉館について 

洗足学園女子学生会館Ｗｉｔｈについて



自立・挑戦・奉仕 平成２８年度
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は、施設の老朽化などにより平成２９年

３月をもって閉館いたしました。 

 

 

（２）設備関係 

中学校・高等学校ＧＨＰ取替更新工事 

中学校・高等学校屋上に設置したＧＨＰ

空調設備について経年劣化により取替更

新工事を実施いたしました。 

 

学園内防犯カメラ設置工事 

   平成２７年度に実施した学園内防犯カメ

ラ設置第１期工事に引き続き第２期工事

を実施いたしました。これにより学園内

の防犯カメラは８０台となり、併せて防

犯カメラの管理及び運用について規程の

整備を行いました。 

 

   学園内無線ＬＡＮ環境の整備 

   中学・高等学校及び小学校の教室に無線

ＬＡＮ（ＷｉＦｉ環境）を敷設し、ＩＣ

Ｔ教育導入の環境整備を実施いたしまし

た。また、ネットワークへの接続環境を

改善しデータの送受信を快適にする目的

で、ブラックホール２階、３階及びキッ

ズスクウェア２階にアクセスポイントを

増設いたしました。 

 

   空調リモートユニット更新工事 

   小学校、中学高等学校、キッズスクウェ

ア及びターミナルＬの各校舎に設置して

いる各端末空調機器を制御する空調機械

用リモートユニットにつきまして、取替

更新を実施いたしました。 
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２. 学校法人洗足学園、洗足こども短期大学、
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３．洗足学園音楽大学・大学院の主催によるコンクール・・・・・・・・・　２６

４．外部主催・共催による演奏会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６
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１．洗足学園音楽大学・大学院の主催による演奏会

No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

1 4/24/日
2016年度全日本吹奏楽コンクール
課題曲クリニック

前田ホール
シルバー
マウンテン全室

渡邉一正
SSWW
(Senzoku Special Wind World)

921

2 5/1/日 SSWW 特別演奏会 東京オペラシティ 渡邉一正
SSWW
(Senzoku Special Wind World)

1,291

3 5/21/土 Second Season ビッグマウス ロック＆ポップスコース2年生 120

4 5/22/日 3/4（Three Quarter） ビッグマウス ロック＆ポップスコース3年生 140

5 5/22/日
洗足学園音楽大学
Musical Meets Wind Orchestra 特別コンサート

神奈川県立音楽堂 大澤健一
管楽器コース生
ミュージカルコース生　他

534

6 5/22/日 Do Jazz！Senzoku 2016 前田ホール ジャズコース教員　他 551

7 6/2/木 第38回アンサンブルアカデミー演奏会 前田ホール アンサンブルアカデミー生 112

8 6/17/金 大学院室内管弦楽団第7回定期演奏会 前田ホール 尾高忠明
毛利文香(Vn.)
大学院室内管弦楽団

467

9 6/18/土
作曲家の祭典2016
-現代日本を代表する作曲家たちの夢の共演-

前田ホール
服部克久、渡辺俊幸、千住明、
宮川彬良、岩代太郎、山下康介　他

684

10 6/18/土 The Debut!! ビッグマウス ロック＆ポップスコース1年生 137

11 6/19/日 Last Spurt ビッグマウス ロック＆ポップスコース4年生 120

12 6/19/日 ブリティッシュ ブラス第43回定期演奏会 前田ホール
ニコラス・
チャイルズ
山本 武雄

ブリティッシュブラス 1,045

13 6/24/金 ファンファーレオルケスト第21回定期演奏会 前田ホール 近藤久敦 ファンファーレオスケスト 373

14 6/25/土 打楽器アンサンブル夏の演奏会 前田ホール 山澤洋之
打楽器コース生
ミュージカルコース生

589

15 6/26/日 管弦楽団第71回定期演奏会 前田ホール
ｳﾗﾃﾞｨｰﾐ
ﾙ･ｱｼｭｹ
ﾅｰｼﾞ

洗足学園音楽大学管弦楽団
宇田川日和(Pf.)

851

16 6/26/日 選抜学生によるピアノ・コンサート
シルバー
マウンテン1F

ピアノコース生
声優アニメソングコース生

147

17 6/30/木
陸上自衛隊東部方面音楽隊＆
洗足ウインド・シンフォニー
キャンパスコンサート in SENZOKU

前田ホール
増井信貴
加藤良幸

洗足ウインド・シンフォニー
陸上自衛隊東部方面音楽隊

496

18 7/1/金 専攻科　デビューコンサート
神奈川県民ホー
ル小ホール

音楽専攻科生 57

19 7/1/金 ブルー・タイ ウインド・アンサンブル演奏会 前田ホール 本名徹次 ブルー・タイ　ウインド・アンサンブル 334

20 7/2/土 フルートオーケストラ演奏会『南からの風』 前田ホール 瀬尾宗利 フルートオーケストラ 249

21 7/4/月
ベーシックオーケストラ  2016
チャレンジコンサート

前田ホール 吉田行地 ベーシックオーケストラ 382

22 7/7/木 第39回アンサンブルアカデミー演奏会 前田ホール アンサンブルアカデミー生 207

23 7/8/金 シアトリカル・リーディング① ビッグマウス ミュージカルコース1年生 134

24 7/8/金 フレッシュマン・ウインド・アンサンブル演奏会 前田ホール 増井信貴 フレッシュマン・ウインド・アンサンブル 777

25 7/9/土 シアトリカル・リーディング② ビッグマウス ミュージカルコース1年生 116

26 7/9/土 NATSUON Basement GIG① ミューズ ロック＆ポップスコース生 36
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No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

27 7/9/土 SENZOKUストリングオーケストラ演奏会 前田ホール
SENZOKUストリングオーケストラ
アティラ・ファルヴァイ(Vn.)

412

28 7/9/土 シアトリカル・リーディング③ ビッグマウス ミュージカルコース1年生 115

29 7/9/土 サクソフォーン・オーケストラ　夏の演奏会 前田ホール 大井剛史 サクソフォーン・オーケストラ 760

30 7/9/土 シアトリカル・リーディング④ ビッグマウス ミュージカルコース1年生 138

31 7/10/日 シアトリカル・リーディング⑤ ビッグマウス ミュージカルコース1年生 152

32 7/10/日 NATSUON Basement GIG② ミューズ ロック＆ポップスコース生 30

33 7/10/日 洗足ウインド・シンフォニー演奏会 前田ホール 時任康文 洗足ウインド・シンフォニー 697

34 7/10/日 シアトリカル・リーディング⑥ ビッグマウス ミュージカルコース1年生 156

35 7/11/月 クラシックギターコース演奏会
前田ホール
ピロティ

クラシックギターコース生　他 156

36 7/15/金 グリーン・タイ ウインド・アンサンブル演奏会 前田ホール 藤岡幸夫 グリーン・タイ・ウインド・アンサンブ 716

37 7/16/土 ジャズコース・ライヴ① ビッグマウス
ジャズコース・アンサンブル・ラボ履修生
ジャズコース客員教授

305

38 7/16/土 ワンダー・キンダー・サマー・コンサート ①
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 103

39 7/16/土 ワンダー・キンダー・サマー・コンサート ②
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 154

40 7/16/土 レパートリーオーケストラ演奏会 前田ホール 秋山和慶 レパートリーオーケストラ 624

41 7/17/日 ワンダー・キンダー・サマー・コンサート ③
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 148

42 7/17/日 ジャズコース・ライヴ② ビッグマウス
ジャズコース・アンサンブル・ラボ履修生
ジャズコース客員教授

375

43 7/17/日 ワンダー・キンダー・サマー・コンサート ④
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 150

44 7/17/日 合唱の祭典 前田ホール
辻秀幸
辻志朗

洗足学園音楽大学合唱団　　他 721

45 7/22/金
創立10周年記念
 「Summer Musical Showcase Vol.11①

前田ホール ミュージカルコース全学生 701

46 7/23/土
創立10周年記念
「Summer Musical Showcase Vol.11②

前田ホール ミュージカルコース全学生 630

47 7/23/土 AS Campus　Summer　Café ビッグマウス 声優アニメソングコース全学生 162

48 7/23/土 ジャズコース・ビッグバンド・サミット
横須賀芸術劇場
ヨコスカ・ベイサイ
ド・ポケット

ジャズコース生 320

49 7/23/土
創立10周年記念
「Summer Musical Showcase Vol.11③

前田ホール ミュージカルコース全学生 792

50 7/24/日
創立10周年記念
 「Summer Musical Showcase Vol.11④

前田ホール ミュージカルコース全学生 921

51 7/26/火
電子オルガンとの協演による
＜ピアノ協奏曲の夕べ＞

前田ホール 川本統脩
菊池莉子、森嶋奏帆、遠藤龍軌(Pf.)
電子オルガンコース学生

130

52 7/30/土 バレエコース　前期公演 前田ホール 秋山和慶
バレエコース学生
洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽
団

821

53 9/4/日 和のいろは C501室 現代邦楽コース生、卒業生　他 86

54 9/9/金 NEXT GENERATION ビッグマウス ロック＆ポップスコース生 200
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No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

55 9/9/金 第40回アンサンブルアカデミー演奏会 前田ホール アンサンブルアカデミー生 114

56 9/24/土 大学院リサイタルシリーズ①
シルバー
マウンテン1F

大学院生 52

57 9/24/土 大学院リサイタルシリーズ②
シルバー
マウンテン1F

大学院生 35

58 9/25/日 大学院リサイタルシリーズ③
シルバー
マウンテン1F

大学院生 71

59 9/25/日 大学院リサイタルシリーズ④
シルバー
マウンテン1F

大学院生 45

60 9/26/月 就任披露演奏会 前田ホール 2016年度昇格・就任教員 415

61 9/28/水 学内リサイタル講座　ジョイントリサイタル① 前田ホール 学内リサイタル講座　履修生 172

62 9/30/金 学内リサイタル講座　ジョイントリサイタル② 前田ホール 学内リサイタル講座　履修生 223

63 10/2/日 第23回電子オルガン定期演奏会 ビッグマウス 川本統脩 電子オルガンコース　オーディション合格者 190

64 10/4/火
管弦打コンチェルトの夕べ
～オーディション合格者によるソロの饗宴～

前田ホール 秋山和慶
須山暢大
洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽
団

412

65 10/8/土 大学院リサイタルシリーズ⑤
シルバー
マウンテン1F

大学院生 45

66 10/8/土 大学院リサイタルシリーズ⑥
シルバー
マウンテン1F

大学院生 34

67 10/9/日 大学院リサイタルシリーズ⑦
シルバー
マウンテン1F

大学院生 43

68 10/9/日
創立10周年記念第12回ミュージカル本公演
ブロードウェイミュージカル
「INTO THE WOODS」①

前田ホール ミュージカルコース選抜生 888

69 10/9/日 大学院リサイタルシリーズ⑧
シルバー
マウンテン1F

大学院生 35

70 10/9/日
創立10周年記念第12回ミュージカル本公演
ブロードウェイミュージカル
「INTO THE WOODS」②

前田ホール ミュージカルコース選抜生 880

71 10/10/月
創立10周年記念第12回ミュージカル本公演
ブロードウェイミュージカル
「INTO THE WOODS」③

前田ホール ミュージカルコース選抜生 972

72 10/12/水 学内リサイタル講座　ジョイントリサイタル③ 前田ホール 学内リサイタル講座　履修生 186

73 10/13/木 フィリアホールスペシャルコンサート フィリアホール 打楽器コース生 162

74 10/14/金 学内リサイタル講座　ジョイントリサイタル④ 前田ホール 学内リサイタル講座　履修生 193

75 10/15/土 第41回アンサンブルアカデミー演奏会 前田ホール アンサンブルアカデミー生 63

76 10/15/土
SENZOKU DIGITAL MUSIC＆ARTS
PROJECT2016

ビッグマウス 音楽・音響デザインコース生 68

77 10/16/日 ジャズコース定期演奏会 前田ホール ジャズコース生 198

78 10/17/月
クラシックギターコース演奏会
独奏・重奏・フルート＆ギター

前田ホール
ピロティ

クラシックギターコース生　他 99

79 10/18/火 2016 室内楽セレクション・チーム コンサート
シルバー
マウンテン2Ｆ

室内楽履修生 105

80 10/21/金 声楽アンサンブル第22回定期演奏会 霊南坂教会 増井信貴 声楽アンサンブル 149

81 10/22/土 SONG WRITERS ビッグマウス ロック＆ポップスコース生、講師 29

82 10/22/土
マスターズコンサートVol.1
オペラ「女の城」

シルバー
マウンテンB1F

佐藤亜希子、寺島夕紗子、中鉢聡、
泉良平、塩塚美知子、石井喜久子

144
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No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

83 10/22/土 邦楽ミュージカル「夏花火♡恋名残」① 前田ホール ミュージカルコース生、現代邦楽コース生 802

84 10/23/日 邦楽ミュージカル「夏花火♡恋名残」② 前田ホール ミュージカルコース生、現代邦楽コース生 935

85 10/26/水 学内リサイタル講座　ジョイントリサイタル⑤ 前田ホール 学内リサイタル講座　履修生 185

86 10/28/金 第42回アンサンブルアカデミー演奏会 前田ホール アンサンブルアカデミー生 78

87 10/29/土 第1回洗足音大ピアノコース・学内コンクール決勝
シルバー
マウンテン1F

ピアノコース生 54

88 10/29/土 専攻科アフタヌーンコンサート 前田ホール 音楽専攻科生 84

89 11/2/水 学内リサイタル講座　ジョイントリサイタル⑥ 前田ホール 学内リサイタル講座　履修生 203

90 11/2/水 小林仁特別教授・公開講座
シルバー
マウンテン2Ｆ

小林仁客員教授、ピアノコース生 -

91 11/3/木 第12回音楽教育コース定期演奏会～心をひとつに～ 前田ホール
音楽教育コース生、卒業生有志
川崎市立久本小学校4年生有志　他

435

92 11/4/金 大学院コンチェルトの夕べ 前田ホール 秋山和慶 大学院室内管弦楽団 345

93 11/5/土 フルートオーケストラ演奏会 前田ホール
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾍﾞ
ﾙﾉﾙﾄﾞ

フルートオーケストラ 466

94 11/6/日 第43回アンサンブルアカデミー演奏会
シルバー
マウンテン1F

アンサンブルアカデミー生 34

95 11/9/水 ブリティッシュ ブラス第44回定期演奏会 前田ホール
ﾆｺﾗｽ･ﾁｬｲ
ﾙｽﾞ
山本 武雄

ブリティッシュブラス 1,028

96 11/12/土 第98回公演 ワンダー・キンダー・ウインター・コンサート
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 427

97 11/12/土 第99回公演 ワンダー・キンダー・ウインター・コンサート
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 492

98 11/12/土 第100回公演 ワンダー・キンダー・ウインター・コンサート
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 633

99 11/13/日 第101回公演 ワンダー・キンダー・ウインター・コンサート
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 564

100 11/13/日 第102回公演 ワンダー・キンダー・ウインター・コンサート
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 637

101 11/13/日 第103回公演 ワンダー・キンダー・ウインター・コンサート
シルバー
マウンテン1F

浅野高瑛とハートフル・フレンズ 390

102 11/16/水
大学院コンサートシリーズ
名手と共に「江口玲氏を迎えて」

前田ホール 江口玲、大学院ピアノコース生 130

103 11/19/土 ファンファーレオルケスト第22回定期演奏会 前田ホール
ﾔﾝ･ｳﾞｧﾝ=
ﾃﾞﾙ=ﾛｰｽﾄ

ファンファーレオルケスト 440

104 11/19/土
大学院コンサートシリーズ・名手と共に
「青柳晋氏を迎えて」　交流演奏会
with東京藝術大学

シルバー
マウンテン1F

青柳晋、大学院生、東京藝術大学学生 93

105 11/20/日 バロックとその周辺の音楽
シルバー
マウンテンB1F

107

106 11/21/月 オペラ試演会　　 前田ホール 久世武志 オペラ実習履修生 211

107 11/25/金 管弦楽団第72回定期演奏会 前田ホール
シャルル・
デュトワ

洗足学園音楽大学管弦楽団 1,178

108 11/26/土
親子コンサート
楽器の王様　パイプオルガンに会いに行こう！

前田ホール 荻野由美子、江原陽子 725

109 11/26/土 Music Design Live Activations 2016 ビッグマウス 音楽・音響デザインコース生 138

110 11/27/日
FUYUON!2016
選抜学生によるピアノ・コンサート

みなとみらい
ホール小ホール

ピアノコース選抜生 191
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No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

111 11/27/日 Music Design Live Electro 2016 ビッグマウス 音楽・音響デザインコース生 115

112 11/27/日 大学院オラトリオ・アンサンブル演奏会
シルバー
マウンテンB1F

辻秀幸 大学院生 72

113 11/27/日 パイプオルガンとトランペットの響き 前田ホール 荻野由美子、高橋敦、中山隆崇、江原陽子 815

114 11/29/火 ブルー・タイ ウインド・アンサンブル演奏会 前田ホール 現田茂夫 ブルー・タイ ウインド・アンサンブル 602

115 11/30/水
パーカッションコンサート P
Percussion Concert P

前田ホール 打楽器アンサンブル履修学生 185

116 12/1/木 ベーシックオーケストラ演奏会 前田ホール 秋山和慶 ベーシックオーケストラ 650

117 12/2/金 ピアノ・アンサンブル・コンペティション 前田ホール
オーディションを勝ち抜いた
アンサンブル・ユニット

289

118 12/3/土 World Heritage of  Rock and  Pops   Vol.1 ビッグマウス ロック＆ポップスコース生、講師 120

119 12/3/土 洗足ウインド・シンフォニー演奏会 前田ホール
ジェリー・
ジャンキン

洗足ウインド・シンフォニー 751

120 12/3/土 Music Design Exhibition
シルバー
マウンテン2Ｆ

音楽・音響デザインコース生 46

121 12/4/日 World Heritage of  Rock and  Pops   Vol.2 ビッグマウス ロック＆ポップスコース生、講師 150

122 12/4/日 ピアノアンサンブル・スペース
シルバー
マウンテン1F

ピアノコース選抜生 158

123 12/4/日 フレッシュマン・ウインド・アンサンブル演奏会 前田ホール 時任康文 フレッシュマン・ウインド・アンサンブル 968

124 12/4/日 Music Design Exhibition
シルバー
マウンテン2Ｆ

音楽・音響デザインコース生 32

125 12/5/月
《ブルーアイランドの第九》
電子オルガン＆パイプオルガン演奏会Ⅹ
幼児教育保育科第九コンサート

前田ホール 青島広志 電子オルガンコース選抜生、短期大学生 874

126 12/6/火 グリーン・タイ ウインド・アンサンブル演奏会 前田ホール
ダグラス・
ボストック

グリーン・タイ ウインド・アンサンブル 895

127 12/7/水 専攻科　クリスマスコンサート 前田ホール 音楽専攻科生 327

128 12/9/金 レパートリーオーケストラ演奏会 前田ホール 井上道義 レパートリーオーケストラ 958

129 12/9/金
大学院管楽器
プロフェッショナル研究発表演奏会

シルバー
マウンテン1F

大学院管楽器プロフェッショナル研究履修生 35

130 12/10/土 サクソフォーン・オーケストラ　冬の演奏会 前田ホール 保科洋 サクソフォーン・オーケストラ　 790

131 12/10/土 FUYUON!2016 邦楽コンサート
シルバー
マウンテン2Ｆ

現代邦楽コース学生、卒業生　他 104

132 12/10/土 World Heritage of  Rock and  Pops   Vol.3 ビッグマウス ロック＆ポップスコース生、講師 157

133 12/11/日 World Heritage of  Rock and  Pops   Vol.4 ビッグマウス ロック＆ポップスコース生、講師 154

134 12/12/月 Electronic Organ Course Pops Concert 2016 ビッグマウス 電子オルガンコース生 85

135 12/16/金 SENZOKUストリングオーケストラ演奏会 前田ホール 原田幸一郎 SENZOKUストリングオーケストラ　他 294

136 12/17/土 合唱の祭典 前田ホール
辻秀幸
辻志朗

洗足学園音楽大学合唱団　　他 467

137 12/20/火 オペラ・ガラコンサート 前田ホール 松下京介 大学院声楽コース生　他 144

138 12/21/水
大学院コンチェルト研究
ピアノコンチェルトの夕べ

前田ホール 上野正博 大学院コンチェルト研究履修生 131
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No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

139 12/23/金 打楽器アンサンブル第37回定期演奏会 前田ホール 森茂 打楽器コース生 1,093

140 12/29/木 第2回バレエコース本公演『白鳥の湖』全幕① 前田ホール
ジョシュ
ア・タン

バレエコース生
（谷桃子バレエ団）

753

141 1/7/土 第2回バレエコース本公演『白鳥の湖』全幕② 前田ホール 井田勝大
バレエコース生
（東京シティ・バレエ団）

670

142 1/9/月 第2回バレエコース本公演『白鳥の湖』全幕③ 前田ホール 末廣誠
バレエコース生
（牧阿佐美バレエ団）

834

143 1/11/水 留学生によるコンサート 前田ホール 大学院在籍の留学生　他 82

144 1/12/木 第20回　室内楽コンサート 前田ホール 室内楽履修生 149

145 1/14/土 歌曲の祭典
シルバー
マウンテン1F

歌曲講座履修学生 146

146 1/14/土 AS Campus Winter Theater ビッグマウス 声優アニメソングコース学生 157

147 1/14/土 Senior Musical Showcase Special Version① 前田ホール ミュージカルコース４年生 681

148 1/15/日 Senior Musical Showcase Special  Version② 前田ホール ミュージカルコース４年生 724

149 1/16/月 音楽の現在Présence de la musique 2017 前田ホール 増井信貴 洗足学園音楽大学管弦楽団 116

150 1/17/火 大学院研究・修了演奏会 前田ホール 大学院生 34

151 1/18/水 大学院研究・修了演奏会 前田ホール 大学院生 46

152 1/19/木 大学院研究・修了演奏会 前田ホール 大学院生 24

153 1/21/土 ジャズコースライヴ① ビッグマウス ジャズコース生　他 256

154 1/22/日 ジャズコースライヴ② ビッグマウス ジャズコース生　他 341

155 1/23/月 大学院研究修了演奏会 前田ホール ジャズコース生　他 41

156 1/24/火 大学院研究・修了演奏会 前田ホール ジャズコース生　他 94

157 1/25/水 大学院研究・修了演奏会 前田ホール ジャズコース生　他 71

158 1/26/木 HARVEST　 Vol. 1 ビッグマウス ロック＆ポップスコース生 56

159 1/26/木 専攻科修了演奏会 前田ホール 音楽専攻科生 93

160 1/27/金 大学院研究・修了演奏会 前田ホール ジャズコース生　他 51

161 1/27/金 HARVEST　 Vol. 2 ビッグマウス ロック＆ポップスコース生 69

162 1/28/土 HARVEST　 Vol. 3 ビッグマウス ロック＆ポップスコース生 72

163 1/29/日 HARVEST　 Vol. 4 ビッグマウス ロック＆ポップスコース生 73

164 2/1/水
ニューフィルハーモニック管弦楽団
第15回定期演奏会

前田ホール 秋山和慶
守岡 未央(Tp.)
洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽
団

152

165 2/4/土 大学院グランプリ特別演奏会 前田ホール 大学院修了演奏会　各コース首席者 194

166 2/5/日 第44回アンサンブルアカデミー演奏会 前田ホール アンサンブルアカデミー生 213

167 2/8/水 ジャズコース卒業試験 ビッグマウス ジャズコース生 95
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No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

168 2/11/土 邦楽第ハ回定期演奏会　〜 越天楽を巡って〜 前田ホール
現代邦楽コース生・卒業生、現代邦楽研究
所 研究生・修了生、森重行敏(司会)

447

169 2/23/木
学園オペラ公演
歌劇「カルメン」①

前田ホール 河地良智
大学院声楽コース生、SENZOKUオペラ管弦
楽団、SENZOKUオペラ合唱団　他

943

170 2/24/金
学園オペラ公演
歌劇「カルメン」②

前田ホール 河地良智
大学院声楽コース生、SENZOKUオペラ管弦
楽団、SENZOKUオペラ合唱団　他

1,072

171 2/24/金
創立10周年記念
「第6回ミュージカルアトリエ公演」①

ビッグマウス ミュージカルコース選抜生 195

172 2/25/土
創立10周年記念
「第6回ミュージカルアトリエ公演」②

ビッグマウス ミュージカルコース選抜生 198

173 2/25/土 音楽教育コース第2回ソロコンサート
シルバー
マウンテン
B1F/2Ｆ

音楽教育コース生 102

174 2/25/土
マスターズコンサートVol.2
Message for you～ヴァイオリン・マリンバと電子オ
ルガンで奏でる新しいサウンドへの挑戦～

前田ホール 水野佐知香、神谷百子、赤塚博美 553

175 2/26/日 専攻科演奏会　ファイナルコンサート 前田ホール 音楽専攻科生 -

176 2/26/日
創立10周年記念
「第6回ミュージカルアトリエ公演」③

ビッグマウス ミュージカルコース選抜生 197

177 2/26/日 大学院生による打楽器アンサンブル演奏会
シルバー
マウンテン1F

大学院生 94

178 2/27/月
安永徹・市野あゆみ
特別レッスン生による演奏会①

前田ホール
オーディションにより選抜された学部生、
大学院生

73

179 2/28/火
安永徹・市野あゆみ
特別レッスン生による演奏会②

前田ホール
オーディションにより選抜された学部生、
大学院生

64

180 3/1/水
安永徹・市野あゆみ
特別レッスン生による演奏会③

前田ホール
オーディションにより選抜された学部生、
大学院生、アンサンブルアカデミー生

93

181 3/1/水
第20回
室内楽コンサートinみなとみらい

みなとみらい
ホール小ホール

室内楽履修生 106

182 3/3/金
安永徹  市野あゆみ
特別レッスン卒業生による共演コンサート

前田ホール
安永徹、市野あゆみ、特別レッスン卒業生
他

145

183 3/3/金
創立10周年記念
「第6回ミュージカルアトリエ公演」④

ビッグマウス ミュージカルコース選抜生 177

184 3/4/土
創立10周年記念
「第6回ミュージカルアトリエ公演」⑤

ビッグマウス ミュージカルコース選抜生 181

185 3/5/日
創立10周年記念
「第6回ミュージカルアトリエ公演」⑥

ビッグマウス ミュージカルコース選抜生 200

186 3/5/日
学内リサイタル講座 4年生による
ジョイント・リサイタル特別演奏会
成績優秀者によるスペシャル・コンサート

アーティストサロ
ンドルチェ

学内リサイタル講座　履修優秀生 79

187 3/6/月 第45回アンサンブルアカデミー演奏会
シルバー
マウンテン1F

アンサンブルアカデミー生 18

188 3/7/火
大学院プロフェッショナル特殊研究
オペラ・パレット 〜ヴィート・クレメンテ氏を迎えて
〜

前田ホール
ヴィート・ク
レメンテ

大学院プロフェッショナル特殊研究履修生 74

189 3/8/水 大学院室内楽コンサート 前田ホール 大学院生 98

190 3/10/金 大学院オラトリオ・アンサンブル定期公演 霊南坂教会
ヴィート・ク
レメンテ

大学院生 125

191 3/16/木 大学院スペシャルコンサート 前田ホール
吉田行地
松尾祐孝
久行敏彦

大学院生　他 370

192 3/16/木 卒業演奏会① ビッグマウス 卒業実技試験優秀者 143

193 3/17/金 卒業演奏会② 前田ホール 卒業実技試験優秀者 94

194 3/18/土 卒業演奏会③ 前田ホール 卒業実技試験優秀者 122
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No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

195 3/18/土 第4回洗足学園室内楽フェスティバル①
シルバー
マウンテン全室

-

196 3/19/日 第4回洗足学園室内楽フェスティバル②
シルバー
マウンテン全室

-

197 3/20/月 第4回洗足学園室内楽フェスティバル③
シルバー
マウンテン全室

-

198 3/22/水 第4回洗足学園室内楽フェスティバル④
シルバー
マウンテン全室

-

199 3/22/水 Welcome to the Real World 目黒ブルースアレイ ロック＆ポップスコース生、講師 150

200 3/23/木 第4回洗足学園室内楽フェスティバル⑤
シルバー
マウンテン全室

-

201 3/23/木 第4回洗足学園室内楽フェスティバル　コンサート①
シルバー
マウンテン1F

洗足学園室内楽フェスティヴァル受講生、
指導教員

54

202 3/24/金 第4回洗足学園室内楽フェスティバル⑥
シルバー
マウンテン全室

-

203 3/24/金 第4回洗足学園室内楽フェスティバル　コンサート②
シルバー
マウンテン1F

洗足学園室内楽フェスティヴァル受講生、
指導教員

67

204 3/25/土 ドラマティックシアター① ビッグマウス ミュージカルコース選抜学生 230

205 3/25/土 ドラマティックシアター② ビッグマウス ミュージカルコース選抜学生 212

入場者数　合計 62,996
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No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

1 6/25/土
世界音楽紀行 第１回　ガムランを体験しよう！
～ジャワとバリのガムランと踊り～

中学高等学校
大講堂

トゥラン・ブーラン (バリ・ガムラン)、
ランバンサリ (ジャワ・ガムラン)、森重行敏

268

2 8/7/日 洗足学園小学校オーケストラ　サマーコンサート 前田ホール 現田 茂夫 洗足学園小学校オーケストラ 873

3 9/20/火
世界音楽紀行 第2回　インドの音楽と舞踏
～北の響き、南の躍動～[昼の部]

前田ホール
ピロティ

小日向 英俊、逆瀬川 健治、野火 杏子

森山 繁、竹原 幸一、プリヤダルシニ
34

4 9/20/火
世界音楽紀行 第2回　インドの音楽と舞踏
～北の響き、南の躍動～[夜の部]

前田ホール
ピロティ

小日向 英俊、逆瀬川 健治、野火 杏子

森山 繁、竹原 幸一、プリヤダルシニ
37

5 11/5/土
世界音楽紀行 第3回「こと」のなかま集合！
～さまざまな琴や箏を比べてみよう～

中学高等学校
小講堂

坂田進一、王敏、李明姫、朴善英、李昌燮
石垣清美　他

100

6 11/12/土 着ぐるみ人形劇「ぐりとぐら」③ 前田ホール 古田賢司 洗足こども短期大学幼児教育保育科学生 790

7 11/12/土 着ぐるみ人形劇「ぐりとぐら」④ 前田ホール 古田賢司 洗足こども短期大学幼児教育保育科学生 788

8 11/12/土 着ぐるみ人形劇「ぐりとぐら」⑤ 前田ホール 古田賢司 洗足こども短期大学幼児教育保育科学生 753

9 11/11/金 着ぐるみ人形劇「ぐりとぐら」①（附属幼稚園対象） 前田ホール 古田賢司 洗足こども短期大学幼児教育保育科学生 188

10 11/11/金 着ぐるみ人形劇「ぐりとぐら」②（高津区民ご招待） 前田ホール 古田賢司 洗足こども短期大学幼児教育保育科学生 470

11 12/4/日
洗足こども短期大学幼児教育保育科
ウインドバンドコンサート

前田ホール
ベルト・
アッペルモ
ント

幼児教育保育科ウインドバンド 382

12 12/18/日
洗足学園小学校オーケストラ
ウィンターコンサート

前田ホール
木村美音
子

洗足学園小学校オーケストラ 881

13 2/18/土
世界音楽紀行 第4回　フラメンコの世界
～踊り、歌、ギターの競演～[昼の部]

ビッグマウス
やのちえみ、中原潤、大渕博光
今田央、天辰直彦、容昌

130

14 2/18/土
世界音楽紀行 第4回　フラメンコの世界
～踊り、歌、ギターの競演～[夜の部]

ビッグマウス
やのちえみ、中原潤、大渕博光
今田央、天辰直彦、容昌

123

15 3/28/火
洗足学園中学高等学校フィルハーモニー管弦楽
団第9回定期演奏会

前田ホール 現田茂夫
洗足学園中学高等学校フィルハーモニー管
弦楽団

785

16 3/30/木
洗足学園中学高等学校吹奏楽部
第24回定期演奏会

前田ホール
香川真人
瓜尾崇正

洗足学園中学高等学校吹奏楽部 450

入場者数　合計 7,052

２．学校法人洗足学園、洗足こども短期大学、洗足学園中学高等学校、洗足学園小学校の主催による演奏会
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３．洗足学園音楽大学・大学院の主催によるコンクール

No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

1 8/1/月 ジュニア音楽コンクール（弦楽器部門）予選
シルバー
マウンテン2Ｆ

コンクール応募者 -

2 8/9/火 ジュニア音楽コンクール（声楽部門）予選
シルバー
マウンテン1F

コンクール応募者 -

3 8/10/水 ジュニア音楽コンクール（声楽部門）本選
シルバー
マウンテン1F

コンクール応募者 -

4 8/11/木 ジュニア音楽コンクール（管楽器部門）予選
シルバー
マウンテン全室

コンクール応募者 -

5 9/4/日 ジュニア音楽コンクール（管楽器部門）本選
シルバー
マウンテン全室

コンクール応募者 -

6 10/1/土 ジュニア音楽コンクール（弦楽器部門）本選
シルバー
マウンテン全室

コンクール応募者 118

7 10/30/日 ジュニア音楽コンクール（ピアノ部門）予選
シルバー
マウンテン全室

コンクール応募者 -

8 12/11/日 ジュニア音楽コンクール（邦楽部門）
シルバー
マウンテン全室

コンクール応募者 105

9 12/25/日 ジュニア音楽コンクール（ピアノ部門）本選
シルバー
マウンテン
B1F/2Ｆ

コンクール応募者 -

10 3/9/木 ジュニア音楽コンクール（打楽器部門）予選
シルバー
マウンテン全室

コンクール応募者 -

11 3/10/金 ジュニア音楽コンクール（打楽器部門）本選
前田ホール
シルバー
マウンテン全室

コンクール応募者 -

入場者数　合計 223

No. 日程 演奏会名 会場 指揮者 演奏 入場者数

1 8/4/木
【ミューザ川崎シンフォニーホール主催】

フェスタサマーミューザKAWASAKI　2016

ミューザ川崎
シンフォニー
ホール

秋山和慶
バレエコース生
洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽
団

1,662

2 8/20/土
【團伊玖磨の音楽・レクチャー＆コンサート実行委員会共
催】

～團伊玖磨と日本のうた～ 「旅にしあれば」

シルバー
マウンテン1F

55

3 11/27/日
【團伊玖磨の音楽・レクチャー＆コンサート実行委員会共
催】

團伊玖磨　レクチャーコンサート

シルバー
マウンテン1F

62

4 12/10/土
【音楽大学オーケストラ・フェスティバル実行委員会主催】

第7回音楽大学オーケストラ・フェスティバル2016
東京芸術劇場 井上道義

洗足学園音楽大学管弦楽団
東邦音楽大学

-

5 3/25/土
【音楽大学オーケストラ・フェスティバル実行委員会主催】

第6回音楽大学フェスティバルオーケストラ　①

ミューザ川崎
シンフォニー
ホール

音楽大学フェスティバル・オーケストラ
（首都圏の音楽大学選抜オーケストラ）

-

6 3/26/日
【音楽大学オーケストラ・フェスティバル実行委員会主催】

第6回音楽大学フェスティバルオーケストラ　②
東京芸術劇場

音楽大学フェスティバル・オーケストラ
（首都圏の音楽大学選抜オーケストラ）

-

入場者数　合計 1,779

４．外部主催・共催による演奏会
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