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ピアノ
大場文惠 春日洋子 國谷尊之 中島裕紀 藤井一興 太田幸子 久邇之宜 岡本明子
小林律子 浦川玲子 野田説子 浅野和子 泉　玲子 亀山久美子 永岡京子 中島　剛

声楽
大島洋子 片岡啓子 佐藤泰弘 市山惠一 勝部　太 日比啓子 山崎明美 伊藤和広
岩見真佐子 武藤直美 大槻孝志

管弦打楽器
岩間丈正 中川昌三 中村明子 益田善太 松岡裕雅 磯部周平 松尾賢一郎 鈴木一志

佐々木雄二 大石将紀 平野公崇 澤　敦 岡本充代 加古　勉 小原裕樹 藤井　完

𠮷川武典 大塚哲也 露木　薫 庄司恵子 天満敦子 清水髙師 白井英治 宮野陽子

村越麻希子 大久保淑人 藤森亮一 香月圭佑 田中洪至 安藤芳広 河野玲子 西久保友広

電子オルガン 
長野洋二

ピアノレスナー
國谷尊之

音楽療法
二俣　泉 馬場　存 平田紀子 髙畑敦子

コンポージングアーティスト
城之内ミサ

作曲
荻久保和明 井上淳司

メディアデザイン
佐倉　繁
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   ヴァイオリン     ヴィオラ  チェロ     チェロ コントラバス 打楽器  打楽器  　打楽器

２番出口下車

1番出口下車
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春期受験
スキルアップ講習会2017
春期受験
スキルアップ講習会2017

●日程

●実技レッスン担当教授陣

●イベントinformation

●Access Map （講習会は文京キャンパスにて行います）

3月25日（土）・26日（日）
申込期間 2月13日(月)～3月17日(金)必着
対　　象 音楽大学へ進学を希望する方（中学生以上の方であればレッスンはどなたでも受講できます）

東邦キャンパス体験

東邦音楽大学・東邦音楽短期大学　事務本部 入試担当
〒112-0012 東京都文京区大塚４丁目 46-9

講習会サイトはこちら！
スマートフォンからアクセスできます。

www.toho-music.ac.jp
TEL.03-3946-9667
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春日通り

大塚四丁目

東京メトロ有楽町線「護国寺」駅 1番出口 ●

大塚公園

都立大塚病院

南口

文京キャンパス

●

●

●マルエツ

朝日信用金庫

●

調剤薬局

護国寺

東京メトロ丸ノ内線
「新大塚」駅2番出口
「新大塚」駅 1番出口

●

２０１７　3/11（土）14：00～16：00
大学・短大共通 < 文京キャンパス >
２０１７　2/18（土）14：00～  （要申込）

２０１７　3/18（土）14：00～16：00
●学生によるプレゼンテーション&学生と語ろう
●AO入学者選抜のポイント説明
●無料体験レッスン（要申込）
●個別進学相談

●入試概要＆AO入学者選抜のポイント説明
●楽典・ソルフェージ・小論文の傾向と対策
●面接・面談対策
●実技レッスン
●個別進学相談
※次年度以降に受験を検討されている方も受講できます。
※本学園ホームページよりお申し込みのうえご参加ください。

入学試験 受験直前対策講座

※上記の内容は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳細は、本学園ホームページをご参照ください。

学校法人 三室戸学園
東邦音楽大学・東邦音楽短期大学



▼Aコース

本講習会では、クラス授業および実技レッスンコース（Aコース）、実技レッスンコース（Bコース）の2コースを開講しております。
以下をご参照のうえ、ご自身の希望に合わせてコースをお選びください。
レッスン終了後、実技担当教員による進学相談が受けられます。

Bコースは、実技レッスンのみ開講します。実技レッスンの回数は、以下 a～ dよりお選びください。
専攻実技がメディアデザイン、音楽療法の方は、aまたは cよりお選びください。

Aコースでは、音楽科目と実技の学習法を本学教員が丁寧に指導し、個々のスキルアップを目指します。
楽典と聴音の学習度チェックによりクラス分けを行いますので、自分に合ったレベルの授業を受けることができます。

専攻実技レッスン ２回 ＋ 副科実技レッスン 1回 ／d. 19,000円
専攻実技レッスン １回 ＋ 副科実技レッスン １回 ／c. 1２,000円

専攻実技レッスン ２回 ／b. 1４,000円
専攻実技レッスン １回 ／a. 7,000円

クラス授業 ＋ 専攻実技レッスン（1回） 専攻実技レッスンは、45分のレッスンを1回行います。
専攻実技がメディアデザイン、または音楽療法の方のレッスンは、
原則1回（90分）、グループレッスンにて行います。

副科実技レッスンの追加について
追加料金　1回（30分） ／ 5,000 円
Aコースを受講希望の方は、以下の副科実技レッスンを1回に限り追加することができます。
専攻実技により追加可能な実技が異なりますので、ご注意ください。
副科ピアノ…専攻実技がピアノ・ピアノレスナー以外の方のみ受講可
副科声楽・副科管弦打楽器…専攻実技が音楽療法の方のみ受講可

専攻実技レッスンの追加について
追加料金　1回（45分） ／ 7,000 円
日程に含まれている個人レッスンを、さらにもう１回追加することができます。
専攻実技がメディアデザイン、音楽療法の方は、グループレッスンのため追加できません。
管弦打楽器の方は、講師の都合により追加できない場合があります。あらかじめご了承ください。

特別受講料（★）について
以下のイベントに参加された方は、特別受講料（★印の料金）で受講することができます。

（特別受講料：16,500円★）20,000円＝

大学・短大・大学院進学希望者

大学・短大進学希望者

▼Bコース

●ピアノ　●声楽
●管弦打楽器
 フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット・サクソフォン・ホルン・トランペット・トロンボーン
 テューバ・ユーフォニアム・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・小太鼓・マリンバ
●作曲　●コンポージングアーティスト　●電子オルガン　●ピアノレスナ－

【個人レッスン】 ４５分 【グループレッスン】 ９０分

●メディアデザイン

●音楽療法

株式会社 日本旅行 東京教育旅行支店　担当：坂上・松枝
（観光庁長官登録旅行業第２号）
〒105-0012　東京都港区芝大門 1-4-8 浜松町清和ビル９階
営業時間／月～金　9：30～18：00　土日祝日休　TEL. 03-6848-9950

2017年3月10日（金）まで
※宿泊先での事故等の責任は本学園では負いかねますので、ご了承ください。
宿泊申込締切

宿泊を希望する受講生は、右記より宿泊施設をご紹介しています。

本学では斡旋を行っておりませんので、

受講生はお早めに各自でお申し込みください。

右記よりお申し込みの方は、「東邦音楽大学・東邦音楽短期大学

受験スキルアップ講習会受講生」であることを、お申し出ください。

さかうえ まつえだ

●受講までの流れ・注意事項●春期受験スキルアップ講習会について

受講申込書記入1
STEP

本学園ホームページより受講申込書をプリントアウトし、
以下の注意事項をご参照のうえ、黒のペンまたはボールペンでご記入ください。

●申込書記入上の注意事項
【受講中の宿泊先】

受講中、自宅以外に宿泊する方は、宿泊先をご記入ください。
宿泊先が未定の場合は「未定」と記入し、決定次第ご連絡ください。

【現在、師事している先生】
ご記入の際は、必ず師事している先生の許可を得てください。

【★特別受講料】
Ａコース選択者のみ、特別受講料で受講できます。
特別受講料で受講される方は、参加されたイベント名と開催日を
必ずご記入ください。

【選択科目】
「コールユーブンゲン」または「新曲視唱」のどちらか1つを選択し、
丸で囲んでください。

【専攻実技レッスン・副科実技レッスン】
該当する項目を丸で囲んでください。
管弦打楽器専攻の方は楽器名も必ずご記入ください。
  レッスンの希望日は、ご希望に添えない場合もあります。
  あらかじめご了承ください。

【希望教員名】
専攻実技レッスンにおいて希望する教員がいる場合はご記入ください。
ただし、ご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。

受講料 振込2
STEP

振込名義人は受講生本人とし、銀行窓口またはATMよりお振り込みください。

振込控（コピー可）は、受講申込書に貼付してください。

注：本学指定の振込用紙はありません。

　　インターネット・携帯電話からのお振り込みは受付できません。

　　振込後、原則として受講料は返還しません。

●受講料振込先 振 込 先 三井住友銀行　大塚支店
 種　　目 普通
 口座番号 1059812
 受 取 人 （学）三室戸学園
  ガク）ミムロドガクエン

（当日）受講 ※受講票をお持ちください5
STEP

本学より受講票（ハガキ）郵送4
STEP

受講票は、3 月 17 日（金）以降に郵送いたします。
受講日の３日前になっても受講票がお手元に届かない場合は、
入試担当（TEL. ０３-３９４６-９６６７）までご連絡ください。

ご記入いただいた個人情報は、講習会に関する手続き、これらに付随する事項および
本学からのご案内のみに使用します。原則として第三者へは開示しません。

持参するもの
・受講票  ・筆記用具  ・五線紙  ・コールユーブンゲン（大阪開成館発行）※1
・実技レッスンの楽譜※2（声楽は２部）および楽器※3

 ※1） 「新曲視唱」を選択された方は、持参する必要はありません。 
 ※2） 作曲、メディアデザイン、コンポージングアーティスト、電子オルガン
  の受講生は、自作品（楽譜またはＣＤ-Ｒ・ＭＤ）または勉強中の課題。
 ※3） ピアノ、コントラバス、マリンバ、電子オルガン以外の楽器はご持参
  ください。

※上履きは必要ありません。

練習室
貸出時間／８:3０～１７:００（無料）
１Ｆ事務局で練習室の鍵を受け取ってください。予約はできません。

食　堂
営業時間／１１:００～１３:３０
１Ｆ食堂を利用することができます。販売機で食券をご購入ください。

受　付

〔Aコース〕 ２０１7 年 3 月 25 日（土）　9:0０～９:3０

〔Bコース〕 レッスン開始時間の１５分前までに受付を済ませてください。

●郵送先　 〒112-0012 東京都文京区大塚4丁目46-9
 　　　   東邦音楽大学・東邦音楽短期大学 事務本部 入試担当
 　　　   TEL. 03-3946-9667

受講申込書 郵送3
STEP

受講料を納入後、振込控（コピー可）を受講申込書に貼付し、
受講申込書を封書にて郵送してください。

注：受講料が未納の場合は、お申し込みを受理できません。
　　お申し込み後、受講科目の追加・変更・取消はできません。

２０１7年 3月 17日（金） 必着

1
STEP

受講料
振 込

2
STEP

3
STEP

本学より
受講票郵送

4
STEP

受講
※受講票を
お持ちください

5
STEP

受講申込書
記 入

受講申込書
郵 送

■ 宿 泊 案 内

　　　　イベント名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開　　催　　日
[大学]東邦キャンパス体験 2016年3/12（土）、5/28（土）、6/25（土）、9/24(土)、11/12(土)、12/3(土)、２０１７年3/11(土)　

[短大]東邦キャンパス体験 2016年3/26（土）、5/21（土）、6/18（土）、9/17(土)、11/19(土)、12/10(土)

[大学]オープンキャンパス 2016年7/31(日)、8/28(日)

[短大]オープンキャンパス 2016年7/10（日）、8/21(日)、10/23(日)

大学見学会 2016年10/9（日）

[大学・短大]入試対策講座 2016年6/4（土）、7/2（土）、9/3(土)、10/8(土)

[大学・短大]受験直前対策講座 2017年1/14（土）、1/21（土）、2/18(土)

受験スキルアップ講習会 2014年夏期、2014年冬期、2015年春期、2015年夏期、2015年冬期、2016年春期、2016年夏期、2016年冬期

※ご自身が参加されたイベント名、開催日を受講申込書にご記入ください。



▼Aコース

本講習会では、クラス授業および実技レッスンコース（Aコース）、実技レッスンコース（Bコース）の2コースを開講しております。
以下をご参照のうえ、ご自身の希望に合わせてコースをお選びください。
レッスン終了後、実技担当教員による進学相談が受けられます。

Bコースは、実技レッスンのみ開講します。実技レッスンの回数は、以下 a～ dよりお選びください。
専攻実技がメディアデザイン、音楽療法の方は、aまたは cよりお選びください。

Aコースでは、音楽科目と実技の学習法を本学教員が丁寧に指導し、個々のスキルアップを目指します。
楽典と聴音の学習度チェックによりクラス分けを行いますので、自分に合ったレベルの授業を受けることができます。

専攻実技レッスン ２回 ＋ 副科実技レッスン 1回 ／d. 19,000円
専攻実技レッスン １回 ＋ 副科実技レッスン １回 ／c. 1２,000円

専攻実技レッスン ２回 ／b. 1４,000円
専攻実技レッスン １回 ／a. 7,000円

クラス授業 ＋ 専攻実技レッスン（1回） 専攻実技レッスンは、45分のレッスンを1回行います。
専攻実技がメディアデザイン、または音楽療法の方のレッスンは、
原則1回（90分）、グループレッスンにて行います。

副科実技レッスンの追加について
追加料金　1回（30分） ／ 5,000 円
Aコースを受講希望の方は、以下の副科実技レッスンを1回に限り追加することができます。
専攻実技により追加可能な実技が異なりますので、ご注意ください。
副科ピアノ…専攻実技がピアノ・ピアノレスナー以外の方のみ受講可
副科声楽・副科管弦打楽器…専攻実技が音楽療法の方のみ受講可

専攻実技レッスンの追加について
追加料金　1回（45分） ／ 7,000 円
日程に含まれている個人レッスンを、さらにもう１回追加することができます。
専攻実技がメディアデザイン、音楽療法の方は、グループレッスンのため追加できません。
管弦打楽器の方は、講師の都合により追加できない場合があります。あらかじめご了承ください。

特別受講料（★）について
以下のイベントに参加された方は、特別受講料（★印の料金）で受講することができます。

（特別受講料：16,500円★）20,000円＝

大学・短大・大学院進学希望者

大学・短大進学希望者
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●ピアノ　●声楽
●管弦打楽器
 フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット・サクソフォン・ホルン・トランペット・トロンボーン
 テューバ・ユーフォニアム・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・小太鼓・マリンバ
●作曲　●コンポージングアーティスト　●電子オルガン　●ピアノレスナ－

【個人レッスン】 ４５分 【グループレッスン】 ９０分

●メディアデザイン

●音楽療法

株式会社 日本旅行 東京教育旅行支店　担当：坂上・松枝
（観光庁長官登録旅行業第２号）
〒105-0012　東京都港区芝大門 1-4-8 浜松町清和ビル９階
営業時間／月～金　9：30～18：00　土日祝日休　TEL. 03-6848-9950

2017年3月10日（金）まで
※宿泊先での事故等の責任は本学園では負いかねますので、ご了承ください。
宿泊申込締切

宿泊を希望する受講生は、右記より宿泊施設をご紹介しています。

本学では斡旋を行っておりませんので、

受講生はお早めに各自でお申し込みください。

右記よりお申し込みの方は、「東邦音楽大学・東邦音楽短期大学

受験スキルアップ講習会受講生」であることを、お申し出ください。

さかうえ まつえだ

●受講までの流れ・注意事項●春期受験スキルアップ講習会について

受講申込書記入1
STEP

本学園ホームページより受講申込書をプリントアウトし、
以下の注意事項をご参照のうえ、黒のペンまたはボールペンでご記入ください。

●申込書記入上の注意事項
【受講中の宿泊先】

受講中、自宅以外に宿泊する方は、宿泊先をご記入ください。
宿泊先が未定の場合は「未定」と記入し、決定次第ご連絡ください。

【現在、師事している先生】
ご記入の際は、必ず師事している先生の許可を得てください。

【★特別受講料】
Ａコース選択者のみ、特別受講料で受講できます。
特別受講料で受講される方は、参加されたイベント名と開催日を
必ずご記入ください。

【選択科目】
「コールユーブンゲン」または「新曲視唱」のどちらか1つを選択し、
丸で囲んでください。

【専攻実技レッスン・副科実技レッスン】
該当する項目を丸で囲んでください。
管弦打楽器専攻の方は楽器名も必ずご記入ください。
  レッスンの希望日は、ご希望に添えない場合もあります。
  あらかじめご了承ください。

【希望教員名】
専攻実技レッスンにおいて希望する教員がいる場合はご記入ください。
ただし、ご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。

受講料 振込2
STEP

振込名義人は受講生本人とし、銀行窓口またはATMよりお振り込みください。

振込控（コピー可）は、受講申込書に貼付してください。

注：本学指定の振込用紙はありません。

　　インターネット・携帯電話からのお振り込みは受付できません。

　　振込後、原則として受講料は返還しません。

●受講料振込先 振 込 先 三井住友銀行　大塚支店
 種　　目 普通
 口座番号 1059812
 受 取 人 （学）三室戸学園
  ガク）ミムロドガクエン

（当日）受講 ※受講票をお持ちください5
STEP

本学より受講票（ハガキ）郵送4
STEP

受講票は、3 月 17 日（金）以降に郵送いたします。
受講日の３日前になっても受講票がお手元に届かない場合は、
入試担当（TEL. ０３-３９４６-９６６７）までご連絡ください。

ご記入いただいた個人情報は、講習会に関する手続き、これらに付随する事項および
本学からのご案内のみに使用します。原則として第三者へは開示しません。

持参するもの
・受講票  ・筆記用具  ・五線紙  ・コールユーブンゲン（大阪開成館発行）※1
・実技レッスンの楽譜※2（声楽は２部）および楽器※3

 ※1） 「新曲視唱」を選択された方は、持参する必要はありません。 
 ※2） 作曲、メディアデザイン、コンポージングアーティスト、電子オルガン
  の受講生は、自作品（楽譜またはＣＤ-Ｒ・ＭＤ）または勉強中の課題。
 ※3） ピアノ、コントラバス、マリンバ、電子オルガン以外の楽器はご持参
  ください。

※上履きは必要ありません。

練習室
貸出時間／８:3０～１７:００（無料）
１Ｆ事務局で練習室の鍵を受け取ってください。予約はできません。

食　堂
営業時間／１１:００～１３:３０
１Ｆ食堂を利用することができます。販売機で食券をご購入ください。

受　付

〔Aコース〕 ２０１7 年 3 月 25 日（土）　9:0０～９:3０

〔Bコース〕 レッスン開始時間の１５分前までに受付を済ませてください。

●郵送先　 〒112-0012 東京都文京区大塚4丁目46-9
 　　　   東邦音楽大学・東邦音楽短期大学 事務本部 入試担当
 　　　   TEL. 03-3946-9667

受講申込書 郵送3
STEP

受講料を納入後、振込控（コピー可）を受講申込書に貼付し、
受講申込書を封書にて郵送してください。

注：受講料が未納の場合は、お申し込みを受理できません。
　　お申し込み後、受講科目の追加・変更・取消はできません。

２０１7年 3月 17日（金） 必着
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受講申込書
記 入

受講申込書
郵 送

■ 宿 泊 案 内

　　　　イベント名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開　　催　　日
[大学]東邦キャンパス体験 2016年3/12（土）、5/28（土）、6/25（土）、9/24(土)、11/12(土)、12/3(土)、２０１７年3/11(土)　

[短大]東邦キャンパス体験 2016年3/26（土）、5/21（土）、6/18（土）、9/17(土)、11/19(土)、12/10(土)

[大学]オープンキャンパス 2016年7/31(日)、8/28(日)

[短大]オープンキャンパス 2016年7/10（日）、8/21(日)、10/23(日)

大学見学会 2016年10/9（日）

[大学・短大]入試対策講座 2016年6/4（土）、7/2（土）、9/3(土)、10/8(土)

[大学・短大]受験直前対策講座 2017年1/14（土）、1/21（土）、2/18(土)

受験スキルアップ講習会 2014年夏期、2014年冬期、2015年春期、2015年夏期、2015年冬期、2016年春期、2016年夏期、2016年冬期

※ご自身が参加されたイベント名、開催日を受講申込書にご記入ください。
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楽典Ⅲ楽典Ⅱ コールユーブンゲン※

新曲視唱※

※「コールユーブンゲン」または「新曲視唱」の選択となります。

実技レッスン昼
休
み

10：30               11：20 11：30               12：20

聴音Ⅱ

13：10　　14：00 14：10～
3
26（日）

路線Map 講習会会場周辺Map

東急東
横線

至 横浜
自由が丘

大学 < 川越キャンパス >

短大 < 文京キャンパス >

（順不同）

ピアノ
大場文惠 春日洋子 國谷尊之 中島裕紀 藤井一興 太田幸子 久邇之宜 岡本明子
小林律子 浦川玲子 野田説子 浅野和子 泉　玲子 亀山久美子 永岡京子 中島　剛

声楽
大島洋子 片岡啓子 佐藤泰弘 市山惠一 勝部　太 日比啓子 山崎明美 伊藤和広
岩見真佐子 武藤直美 大槻孝志

管弦打楽器
岩間丈正 中川昌三 中村明子 益田善太 松岡裕雅 磯部周平 松尾賢一郎 鈴木一志

佐々木雄二 大石将紀 平野公崇 澤　敦 岡本充代 加古　勉 小原裕樹 藤井　完

𠮷川武典 大塚哲也 露木　薫 庄司恵子 天満敦子 清水髙師 白井英治 宮野陽子

村越麻希子 大久保淑人 藤森亮一 香月圭佑 田中洪至 安藤芳広 河野玲子 西久保友広

電子オルガン 
長野洋二

ピアノレスナー
國谷尊之

音楽療法
二俣　泉 馬場　存 平田紀子 髙畑敦子

コンポージングアーティスト
城之内ミサ

作曲
荻久保和明 井上淳司

メディアデザイン
佐倉　繁

 フルート フルート フルート     フルート オーボエ クラリネット   クラリネット ファゴット

   サクソフォン  サクソフォン サクソフォン 　ホルン  ホルン  トランペット  トランペット    トランペット   

トロンボーン テューバ ユーフォニアム 　  ユーフォニアム ヴァイオリン ヴァイオリン ヴァイオリン ヴァイオリン

   ヴァイオリン     ヴィオラ  チェロ     チェロ コントラバス 打楽器  打楽器  　打楽器

２番出口下車

1番出口下車

四

春期受験
スキルアップ講習会2017
春期受験
スキルアップ講習会2017

●日程

●実技レッスン担当教授陣

●イベントinformation

●Access Map （講習会は文京キャンパスにて行います）

3月25日（土）・26日（日）
申込期間 2月13日(月)～3月17日(金)必着
対　　象 音楽大学へ進学を希望する方（中学生以上の方であればレッスンはどなたでも受講できます）

東邦キャンパス体験

東邦音楽大学・東邦音楽短期大学　事務本部 入試担当
〒112-0012 東京都文京区大塚４丁目 46-9

講習会サイトはこちら！
スマートフォンからアクセスできます。

www.toho-music.ac.jp
TEL.03-3946-9667
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春日通り

大塚四丁目

東京メトロ有楽町線「護国寺」駅 1番出口 ●

大塚公園

都立大塚病院

南口

文京キャンパス

●

●

●マルエツ

朝日信用金庫

●

調剤薬局

護国寺

東京メトロ丸ノ内線
「新大塚」駅2番出口
「新大塚」駅 1番出口

●

２０１７　3/11（土）14：00～16：00
大学・短大共通 < 文京キャンパス >
２０１７　2/18（土）14：00～  （要申込）

２０１７　3/18（土）14：00～16：00
●学生によるプレゼンテーション&学生と語ろう
●AO入学者選抜のポイント説明
●無料体験レッスン（要申込）
●個別進学相談

●入試概要＆AO入学者選抜のポイント説明
●楽典・ソルフェージ・小論文の傾向と対策
●面接・面談対策
●実技レッスン
●個別進学相談
※次年度以降に受験を検討されている方も受講できます。
※本学園ホームページよりお申し込みのうえご参加ください。

入学試験 受験直前対策講座

※上記の内容は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳細は、本学園ホームページをご参照ください。

学校法人 三室戸学園
東邦音楽大学・東邦音楽短期大学




