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東邦音楽大学附属　
東邦第二高等学校

東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校
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2022年度 入学試験要項

■ 推薦入学試験

■ 第1回一般入学試験

■ 第2回一般入学試験

■ 帰国子女入学試験

東邦音楽大学附属

東邦第二高等学校
音楽科（共学）
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2022年1月12日（水）、1月13日（木）
　　　9:00～15:00 ※郵送の場合は、最終日必着

願書受付期間

推薦入学試験（単願）入試区分

40名（一般を含む）募集人員

ピアノ
声楽
管楽器／ フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、サクソフォン 

ホルン、 トランペット、トロンボーン、テューバ、ユーフォニアム
弦楽器／ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
打楽器
作曲

募集専攻

2022年3月中学校卒業見込みの者
合格のうえは必ず本校に入学する者
志願者を推薦する者がいること（入学願書下部に記入）

出願資格

28,000円入学検定料

①入学願書　②調査書　③受験票　④実技受験票　⑤調査書受領証
⑥入学検定料振込受付証明書

＜その他＞（該当者のみ）
・副専攻ピアノ受験票（声楽および作曲）・伴奏楽譜（声楽のみ）
・自作曲の楽譜（作曲で自作曲を提出する場合のみ）・受験票返信用封筒（郵送の場合のみ）
※調査書は、出身校にて作成厳封したものを提出（様式は公立校に準ずる）。

出願書類

2022年1月24日（月）　集合8:30（受付8:00～8:30）試験日

東邦第二高等学校（地図は受験票の裏、および14ページを確認）試験会場

①作文　②実技　③面接
※試験科目の詳細については5～6ページを参照

試験科目

2022年1月25日（火）　
東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校　事務局（10：00～11：00）
※詳細については8ページを参照

合格発表

2022年1月25日（火）～1月29日（土）
受付： 東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校　事務局（9：00～15：00）
※1月25日は10：00～15：00まで、1月29日は9：00～12：00まで。
※詳細については8ページを参照

入学手続き期間
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2022年1月27日（木）～2月5日（土）
　　　　　平　日　9:00～15:00 ※郵送の場合は、最終日必着
　　　　　土曜日　9:00～12:00（午前中のみ） ※日曜・祝祭日を除く

願書受付期間

第１回 一般入学試験（併願）入試区分

40名（推薦を含む）募集人員

ピアノ
声楽
管楽器／ フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、サクソフォン 

ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバ、ユーフォニアム
弦楽器／ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
打楽器
作曲

募集専攻

2022年3月中学校卒業見込みの者または中学校卒業者
出願資格

28,000円入学検定料

①入学願書　②調査書　③受験票　④実技受験票　⑤調査書受領証
⑥入学検定料振込受付証明書

＜その他＞（該当者のみ）
・副専攻ピアノ受験票（声楽および作曲）・伴奏楽譜（声楽のみ）
・自作曲の楽譜（作曲で自作曲を提出する場合のみ）・受験票返信用封筒（郵送の場合のみ）
※調査書は、出身校にて作成厳封したものを提出（様式は公立校に準ずる）。

出願書類

2022年2月14日（月）　集合8:30（受付8:00～8:30）試験日

東邦第二高等学校（地図は受験票の裏、および14ページを確認）試験会場

①作文　②実技　③ソルフェージュ　④面接
※試験科目の詳細については5～6ページを参照

試験科目

2022年2月15日（火）
東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校　事務局（10：00～11：00）
※詳細については8ページを参照

合格発表

2022年2月15日（火）～2月19日（土）
受付： 東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校　事務局（9：00～15：00）
※2月15日は10：00～15：00、2月19日は9：00～12：00まで。詳細については8ページを参照

入学手続き期間
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第２回 一般入学試験（併願）入試区分

若干名募集人員

ピアノ
声楽
管楽器／ フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、サクソフォン 

ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバ、ユーフォニアム
弦楽器／ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
打楽器
作曲

募集専攻

2022年3月中学校卒業見込みの者または中学校卒業者出願資格

2022年3月10日（木）～3月12日（土）
　　　　　平　日　9:00～15:00 ※郵送の場合は、最終日必着
　　　　　土曜日　9:00～12:00（午前中のみ） 

願書受付期間

28,000円入学検定料

①入学願書　②調査書　③受験票　④実技受験票　⑤調査書受領証
⑥入学検定料振込受付証明書

＜その他＞（該当者のみ）
・副専攻ピアノ受験票（声楽および作曲）・伴奏楽譜（声楽のみ）
・自作曲の楽譜（作曲で自作曲を提出する場合のみ）・受験票返信用封筒（郵送の場合のみ）
※調査書は、出身校にて作成厳封したものを提出（様式は公立校に準ずる）。

出願書類

2022年3月15日（火）　集合8:30（受付 8:00～ 8:30）
試験日

東邦第二高等学校（地図は受験票の裏、および14ページを確認）試験会場

①作文　②実技　③ソルフェージュ　④面接
※試験科目の詳細については5～6ページを参照

試験科目

2022年3月15日（火）　
東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校　事務局（12：00～13：00）
※詳細については8ページを参照

合格発表

2022年3月15日（火）～3月17日（木）
受付： 東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校　事務局（9：00～15：00）
※3月15日は12：00～15：00まで。
※詳細については8ページを参照

入学手続き期間
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帰国子女入学試験入試区分

若干名募集人員

ピアノ
声楽
管楽器／ フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、サクソフォン 

ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバ、ユーフォニアム
弦楽器／ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
打楽器
作曲

募集専攻

（1）2022年3月中学校卒業見込みの子女、あるいは、それと同等であると認められ
る子女（ただし、外国の学校に在籍している場合は、学齢相当であること）

（2）入学後、保護者のもとから通学できること
（3）保護者の転勤・留学等に伴って海外で生活し、帰国した者 

海外での生活がおよそ1年以上で帰国日が出願日より3年以内であること

出願資格

随時
　　　　　平　日　9:00～15:00 
　　　　　土曜日　9:00～12:00（午前中のみ） ※日曜・祝祭日を除く

願書受付期間

28,000円入学検定料

①入学願書　②受験票　③実技受験票　④受領証　⑤入学検定料振込受付証明書
⑥在学証明書
＜その他＞（該当者のみ）
・副専攻ピアノ受験票（声楽および作曲）・伴奏楽譜（声楽のみ）
・自作曲の楽譜（作曲で自作曲を提出する場合のみ）・受験票返信用封筒（郵送の場合のみ）

出願書類

随時試験日

東邦第二高等学校（地図は受験票の裏、および14ページを確認）試験会場

①作文　②実技　③ソルフェージュ　④面接
※試験科目の詳細については5～6ページを参照

試験科目

試験日当日　　東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校　事務局
※詳細については8ページを参照

合格発表

合格発表の日を含めて3日以内（日曜・祝祭日を除く）
平日9：00～15：00　土曜日9:00～12:00（午前中のみ）
※詳細については8ページを参照

入学手続き期間

※帰国子女入学試験に関しましては、出願前に入試担当（TEL.049-235-2401）へお問い合わせください。
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作文
600字～800字／45分　　　　　課題は当日指定

実技

①または②より選択（暗譜・くり返しなし）

① 下記作曲者のソナタの第1楽章または終楽章より任意の1曲 
F.J.ハイドン ／ W.A.モーツァルト ／ L.v.ベートーヴェン 

②任意の自由曲1曲 :①と同程度の音楽的内容を有する選曲が望ましい
　　注：  演奏の途中でカットする場合もある。

①および②を演奏

①専攻実技： 中学校音楽教科書程度の任意の1曲（暗譜）
　　注： ・伴奏者は本校にて用意。
 ・ 伴奏楽譜を出願時に必ず提出。 

 製本については、右記「伴奏楽譜製本図」を参照。

②副専攻ピアノ： 任意の1曲
　　注： ・くり返しなし。

 ・演奏の途中でカットする場合もある。

管楽器専攻

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

楽曲または練習曲より任意の1曲（くり返しなし）
　　注： ・暗譜でなくてもよい。
 ・伴奏つきの曲を選曲してもよいが、伴奏なしで演奏すること。
 ・テューバを借用の場合、入学願書・実技受験票の借用楽器欄に記入。

 ・演奏の途中でカットする場合もある。

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス

楽曲または練習曲より任意の1曲（くり返しなし）
　　注： ・暗譜でなくてもよい。
 ・伴奏つきの曲を選曲してもよいが、伴奏なしで演奏すること。
 ・ 入学後ヴィオラを専攻するものは、ヴァイオリンにて受験してもよい。 

 その場合、入学願書・受験票・実技受験票の楽器名記入欄に「ヴィオラ（ヴァイオリン受験）」と記入。
 ・ コントラバスを借用の場合、入学願書・実技受験票の借用楽器欄に記入。
 ・演奏の途中でカットする場合もある。

（A）小太鼓または（B）マリンバを選択
（A）小太鼓  ①および②を演奏

　　　　　①基本リズム打ち :6ページの譜例参照
　　　　　②ロールを含む任意の1曲（くり返しなし）

左上に氏名を明記のうえ、各ページとも
A4サイズ（タテ297㎜×ヨコ210㎜）
で製本。

伴奏楽譜製本図

試験科目

ピアノ専攻

弦楽器専攻

声楽専攻

打楽器専攻
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　 譜 例　
（A）-①

（B）マリンバ  ①および②を演奏
　　　　　①音階 :  譜例に従い、♯・♭それぞれ2つまでの長調 

 下記譜例参照（手順は自由）
　　　　　②任意の1曲（くり返しなし）

　  譜 例　

注： ・楽器は本校にて用意。スティック、マレットは各自持参。
 ・伴奏つきの曲を選曲してもよいが、伴奏なしで演奏すること。
 ・小太鼓の②「ロールを含む任意の1曲」およびマリンバの②「任意の1曲」については、暗譜でなくてもよい。
 ・演奏の途中でカットする場合もある。

①～③よりいずれかを一つを選択、および④を演奏
①四声体和声（バス課題、ソプラノ課題　各1題） 50分で実施
②楽典（音程、音階、調、和音、楽語の各基本的内容） 50分で実施
③任意の自作曲の提出（願書提出時）
注 :・ピアノ独奏用、あるいはピアノ伴奏付きの声楽曲（歌詞自由）で演奏時間の制限なし。
・1曲でも複数曲でも可。ただし、提出楽譜は自筆譜に限るものとする。

④副専攻ピアノ :任意の1曲
注 :・くり返しなし。
・演奏の途中でカットする場合もある。

ソルフェージュ（一般入学試験・帰国子女入学試験）
　（A）聴音または（B）新曲視唱の2科目より1科目を選択
　　（A）聴音
　　　　8小節程度の単旋律　1題
　　（B）新曲視唱
　　　　8小節程度の旋律　1題

　コールユーブンゲン（大阪開成館発行）
　　下記より任意の1曲（暗譜で階名唱とする）
　　　　①No.19a　②No.19b　③No.23a　④No.26c　⑤No.26d　⑥No.27a　⑦No.27d　 
　　　　⑧No.31a　⑨No.31c　⑩No.33a

面接
　　志願者および保護者（父または母、あるいは入学後保証人となる者）

作曲専攻
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窓口受付の場合
窓口受付日時を厳守のうえ、出願書類一式を事務局窓口
まで持参してください。

郵送の場合
角形2号サイズ封筒（332㎜×240㎜）を使用のうえ、
必ず「書留速達」で出願書類一式、受験票返信用封筒※

を郵送してください。
また、封筒には右記を参照して記入してください。

　
※ 受験票返信用封筒は、長形3号サイズ封筒（235㎜×120㎜）を使用。 
速達郵送料374円分の切手を貼付し、志願者の住所・氏名を記載のうえ、同封してください。

　　出願書類提出先 :東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校　事務局
　　　　　　   　　　（〒350-0015　埼玉県川越市今泉84）　　

・会場へは、公共交通機関を利用してください。
・交通機関の乱れや天候等により集合時間に遅れる場合は、 
東邦第二高等学校（TEL.049-235-2401）まで連絡してください。
・降雪等による公共交通機関に大幅な乱れが生じた場合は、対応を本校ウェブサイトに掲
載いたしますので必ずご確認ください。

受験票 ・受験票は常に携帯し、学科試験場では机上に置き、実技試験および面接では監督者ま
たは係の者に提示してください。
・受験票を紛失あるいは忘れた場合は、事務局窓口にて再交付を受けてください。

・筆記試験では、鉛筆HB以上の濃いものを使用（持参）し、定規・下敷き等の筆答記述
に疑いを持たれやすい物は持ち込まないでください。貸借は厳禁です。
・試験問題の内容に関する質問には一切応じません。
・携帯電話等の通信機器は、試験会場に入る前に必ず電源を切ってください。
・練習室の貸し出しは行っていません。ただし、実技試験前に声楽専攻者の声出し、管弦
打楽器専攻者の音出しは指定の教室で行えます。

願書受付最終日　必着

［差出人］
住所
氏名

書　留

入学願書類在中

折　曲　厳　禁

切
手

東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校 事務局　行

埼玉県川越市今泉84

〒350-0015
［速達表示］
太い芯の赤マジックで記入
例のように赤い太線を表示
する

差出人住所、氏名を記入

朱書にて記入

出願方法

28,000円
振込名義人は志願者本人として、金融機関窓口・ATMより願書提出前日までにお振り込みください。入学願書に
振込控えの貼付が必要となります（コピー可）。

【検定料振込先】
振込先　　三井住友銀行 大塚支店　　　　　　口座番号　2194603
種　目　　普通 受取人　　学校法人　三室戸学園（ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ﾐﾑﾛﾄﾞｶﾞｸｴﾝ）

注：本学指定の振込用紙はありません。インターネットや携帯電話を利用しての振込はできません。また、一度納入された入学検定料は返還致しません。
　 卒業生推薦入学試験志願者で入学検定料の免除対象者は、入学検定料および振込控え貼付の必要はありません。

入学検定料について

受験票送付には、出願書類の受領後数日を要します。
試験日前日までに受験票が届かない場合は、事務局窓口（TEL.049-235-2157）へご連絡ください。

受験票送付について

試験当日の注意事項

交　通

試　験
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 事務局窓口にて受験票と引き換えに合否書類をお渡しします。
 また、特待生に選ばれた者については、合否書類と共に文書にてお知らせします。
 ※インターネット、郵送での発表は行いません。また、電話等のお問い合わせにも応じられません。

下記書類を持参のうえ、事務局窓口にて手続きを行ってください。
　　①【納入金振込領収書】　 合格者に交付する振込依頼書に従い、入学手続き時の学納金を納入のうえ、 

領収書を提示してください。
　　②【誓約書】　本校所定　1通
　　③【住民票またはそれに代わるもの※】　 合格者本人のもの（最近3ヵ月以内に交付を受けたもの1通） 

※入学手続き後、郵送による提出も可能です。

　　　 受付 : 東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校　事務局（埼玉県川越市今泉84）

注： 期日内に手続きがない場合は、入学の意思のないものとして合格を取り消します。既納の納入金は返還いたしません。
  ただし、［第1回・第2回一般入学試験］合格者で、本校の入学手続き完了後、他公立高等学校に入学するため本校への入学を辞退す
る場合、既納の納入金のうち施設拡充費は返還します。その場合、他公立高等学校の合格発表日の翌日までに、合格通知書を事務局
窓口に提示してください。

下記の金額は、2021年度入学生の学費等納入金です。2022年度入学生の学費等納入金は改定する場合もありますので、あらかじめご
了承ください。
 （2021年度入学生参考）

入学初年度（年額） 2年生（年額） 3年生（年額） 備　　考
入　 学　 金 200,000円 ー ー 入学手続時に納入。

施 設 拡 充 費 230,000円 100,000円 100,000円 入学手続時に納入。
2・3年生は4月に納入。

授　 業　 料 454,800円 454,800円 454,800円

一括または学期ごとに分納可。
一括の場合、4月に納入。
分納の場合、下記のとおり納入。
4月:189,500円
9月:151,600円
1月:113,700円

音 楽 実 習 費 58,800円 58,800円 58,800円

一括または学期ごとに分納可。
一括の場合、4月に納入。
分納の場合、下記のとおり納入。
4月:24,500円
9月:19.600円
1月:14,700円

合　　　　 計 943,600円 613,600円 613,600円

入学初年度（年額） 2年生（年額） 3年生（年額） 備　　考

卒業関連積立金 90,000円 90,000円 67,500円

一括または学期ごとに分納可。
一括の場合、4月に納入。
分納の場合、下記のとおり納入。
■1･2年生　　　  ■3年生
4月:37,500円　　4月:37,500円
9月:30,000円　　9月:30,000円
1月:22,500円

寄附金について
本学園では、「学校法人三室戸学園21世紀学園整備資金」事業として総合的に学園施設の整備計画を行っています。
保護者のみなさまには1口3万円（なるべく2口以上）のご寄附（任意）をお願いしています。
なお、入学前のご寄附の募集は行っていません。詳細は、入学後送付の趣意書および “21世紀学園整備資金『寄附金』についての
お願い”をご一読ください。

合格発表について

入学手続き

学費等納入金
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奨学金・就学支援制度（2022年度）
本校では、向学心旺盛な生徒のために、さまざまな支援制度を設けています。 
なお、給付された支援金の返還は必要ありません。

新1年生対象

　●特待生制度【入学金減免制度】
　　 入学試験の結果を総合的に判断し、極めて優秀と認められた者には、入学金を減免します。なお、特待生制
度は、推薦入学試験（1月23日）および第１回一般入学試験（2月14日）において適用します。

　　※詳細は事前に東邦第二高等学校へお問い合わせください。
　●卒業生の推薦による入学検定料の免除
　　 東邦音楽大学・同大学院、同短期大学の卒業生の推薦により、入学試験を受験する者は「入学検定料」を免
除します。

　　 なお、入学検定料の免除は、三室戸学園内のいずれかの学校を初めて受験する場合のみ対象とします。
　　※ 卒業生推薦は、推薦される卒業生の方の卒業生情報センターへの事前登録が必要となります。 

すでに登録されている方は、必ず出願前に卒業生情報センターへ電話にてご連絡ください。 
登録終了後（登録済の方は電話連絡後）、卒業生が本校所定の用紙に記入したものを、願書と一緒に提出
してください。

　　　お問い合わせ :卒業生情報センター　TEL. 03-3946-9674（月・水・金　10:00～16:00）

2･3年生対象

　●学校法人三室戸学園　創立80周年記念奨学金
　　奨学金を申請し採択された者（対象者数 :各学年若干名）
　　給付期間 :1年間　　給付額 :月額20,000円（年額240,000円）

学校法人 三室戸学園生対象

　●三室戸学園学費等減免制度【兄弟姉妹同時在籍減免制度】
　　学生および保護者の経済的負担軽減を図るため、下記のとおり学費等減免制度を設けています。
　　《入学金免除／施設拡充費免除》
　　　（1） 本学園の大学院・大学（アドバンスコース、エクセレントコースを除く）・短期大学・高等学校・第二

高等学校・中学校に在籍する学生・生徒の兄弟姉妹いずれかの者が入学した場合、三室戸学園内の学
校のいずれかに最初に入学した時の入学金を免除します。

　　　（2） 兄弟姉妹が在籍している場合、下級の者に対する2年目以降の施設拡充費については100,000円を
免除します。

　　　※ 学園に新たに2名以上同時に入学する場合の取り扱いについては、事務局窓口にご相談ください。
　　　　詳細は、事務局窓口（庶務担当）までお問い合わせください。

その他学外支援制度

　●国･地方自治体の奨学金制度（私立高等学校就学支援金、埼玉県私立高等学校等父母負担軽減事業補助金 等）
　●埼玉県高等学校等奨学金　ほか

［学校法人 三室戸学園　提携教育ローン制度］
本学園では、学費負担者による入学金・授業料等納入時の経済的負担の軽減を図るため、教育資金ローン制度
として株式会社セディナ、株式会社オリエントコーポレーションの2社と提携しています。
　※提携教育ローンの詳細については、下記までお問い合わせください。
　株式会社セディナ TEL.03-3346-0827
　株式会社オリエントコーポレーション　TEL.0120-517-325（学費サポートデスク）

専　攻
実技名

借
用
楽
器

ピアノ 声　楽 ［楽器名　　  　　　　     ］
テューバ

コントラバス
管弦打楽器 作曲

写真貼付
（タテ４㎝×ヨコ３㎝）

1．3ヵ月以内に撮影した、
正面・上半身・脱帽・
背景なしのもの

2．写真裏に志願者氏名・
楽器名を明記し、全
面のりづけ

フリガナ

フリガナ

氏　名

学　歴

住　所

受験中の
宿泊先

生　年
月　日

性　別 年　齢

　　　　年3月　　　　　　　　　　立　　　　　　　　　中学校

平成　　　年　　　月　　　日

満　　　歳

〒　　―　　　　　　　　　　　　

〒　　―　　　　　　　　　　　　 注：志願者住所と異なる場合のみ記入。

志

　
　願

　
　者

卒業見込

卒　業

TEL.　　　　　―　　　　　　― 携帯電話　　　　　―　　　　　　―

TEL.　　　　　―　　　　　　― 携帯電話　　　　　―　　　　　　―

推薦入学試験（単願）
2022年

1月24日
2022年

2月14日

第1回一般入学試験（併願） 帰国子女入学試験
2022年

3月15日
　　　　年
　月　日

第2回一般入学試験（併願）入
試
区
分

氏　名

住　所

フリガナ
㊞

〒　　―　　　　　　　　　　　　

TEL.　　　　　―　　　　　　―

注：保護者は、父母または父母に代わるべき者で、
　　入学後身上の第1保証人になる者とします。

保

　護

　者

試

　験

　科

　目

ソルフェージュ

専攻実技
受験曲

作曲専攻
受験課題

副専攻ピアノ
声楽専攻
および

作曲専攻

曲名（調名・作品番号・楽章等）

①四声体和声 □　②楽典 □　③任意の自作曲の提出（入学願書に添付のこと） □　

作曲者

注：出願後の志望・受験曲目等の変更は認めません。

選択科目

コールユーブンゲン No.　　　　　　　―

聴　音 新曲視唱
一般入学試験
帰国子女入学試験

推薦者氏名
受験生との関係

【推薦入学試験のみ】

㊞

注：推薦者氏名は、推薦者が署名・捺印してください。

東邦音楽大学附属
東邦第二高等学校

受験
番号

※印欄は記入不要

※

※

入  学  願  書
2022年度

注：該当する入試区分の試験日右欄に〇を記入。
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●JR埼京線・川越線 ： 
「南古谷」駅下車、スクールバス3分または、徒歩10分

●東武東上線 ： 
「上福岡」駅下車、東口よりスクールバス12分または、
西武バス 南古谷駅行き「東邦音楽大学前」下車、徒歩1分

※時刻表・乗降場所の
詳細は本校ウェブ
サイトをご参照く
ださい。

※所要時間はおおよそ
の時間です。 スクールバスの

時刻表はこちら

東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校

埼玉県川越市今泉84
TEL. 049-235-2401

［川越キャンパス］

路線図

東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校
所在地：［川越キャンパス］
　　　　〒350-0015　 埼玉県川越市今泉84 

TEL. 049-235-2401

地　図

●JR埼京線・川越線 ： 
「南古谷」駅下車、
スクールバス3分または、徒歩10分

●東武東上線 ： 
「上福岡」駅下車、東口より
スクールバス12分または、
西武バス南古谷駅行き
「東邦音楽大学前」下車、徒歩1分※時刻表・乗降場所の

詳細は本校ウェブ
サイトをご参照く
ださい。

※所要時間はおおよそ
の時間です。 スクールバスの

時刻表はこちら

試験会場

主要駅▶JR南古谷駅
までのアクセス時間

●「大宮」駅から …………… 約20分
●「川越」駅から ……………… 約5分
●「所沢」駅から …………… 約45分
●「春日部」駅から ………… 約55分
●「熊谷」駅から …………… 約60分
●「宇都宮」駅から ………… 約95分

主要駅▶東武上福岡駅
までのアクセス時間

●「森林公園」駅から ……… 約35分
●「和光市」駅から ………… 約20分
●「所沢」駅から …………… 約45分
●「池袋」駅から …………… 約30分
●「渋谷」駅から …………… 約50分
●「横浜」駅から …………… 約80分

※上記時間は目安です。

14
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東邦音楽大学附属　
東邦第二高等学校

東邦音楽大学附属 東邦第二高等学校
〒３５０‐００１５　埼玉県川越市今泉84

ＴＥＬ．０４９‐２３５‐２４０１（東邦第二高等学校）
ＴＥＬ．０４９‐２３５‐２１５７（事務局窓口）

URL. https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/ 

入学試験要項
令和4（2022）年度
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