
体験レッスン 教職員との個別相談
楽　器 担当教員 会　場

声楽

佐藤 ひさら 新1号館  1 階  108室

澤畑 恵美 新 1号館  1 階  109室

下原 千恵子 新1号館  1 階  110室

成田 博之 新 1号館  1 階  111室

ピアノ

草野 明子 新 1号館  3 階  314室

花岡 千春 新 1号館  3 階  311室

河村 初音 新 1号館  3 階  315室

堀江 志磨 新 1号館  3 階  313室

電子オルガン 平部 やよい 新1号館  地階  024室

ヴァイオリン 永峰 高志 新 1号館  1 階  118室

コントラバス 池松 宏 新 1号館  1 階  116室

ハープ 佐藤 いずみ 新1号館  1 階  114室

フルート 大友 太郎 新 1号館  1 階  119室

オーボエ 小林 裕 新 1号館  1 階  115室

クラリネット 武田 忠善 新 1号館  1 階  120室

サクソフォーン 坂東 邦宣 新 1号館  地階  016室

ファゴット 坪井 隆明 新 1号館  1 階  117室

ホルン 中島 大之 新 1号館  地階  015室

トランペット 山本 英助 新 1号館  地階  014室

ユーフォニアム 齋藤 充 新 1号館  地階  012室

チューバ 佐藤 和彦 新 1号館  地階  018室

打楽器 目黒 一則 新 1号館  地階  026室

内　容 担当教員 会　場

総合案内
久保田 慶一

6号館
AVセンター1階 110室

古川 聡

声楽 秋山 理恵

ピアノ 三木 香代

作曲・ソルフェージュ・
楽典 菊池 幸夫

コンピュータ音楽 今井 慎太郎

音楽教育
山本 幸正

井上 恵理 

音楽療法 阪上 正巳

音楽情報 横井 雅子

幼児音楽教育 宇佐美 明子

教員免許 及川 良一

学生生活 職員

附属高校 附属高校教諭

エデュケーションプログラム ピアノフェスティバル

オーケストラワークショップ 吹奏楽ワークショップ

声楽ワークショップ

さぁ
、心 お

どる 音 楽 を
、と
もに

国立音楽大学

10：00～15：30

Kunitachi College of Music

Spring
Program

アンケートを提出された方全員に

記念品を贈呈します ！

受付までお越しください ！

くにたちプレカレッジ2018 くにたちオープンカレッジ2018

音楽を学びたい中学生・高校生のみなさんや、音楽大学
に興味のある方に国立音楽大学を気軽に体験していた
だくためのプログラムです。大学の雰囲気を見てみた
い！というみなさんのための「オープンキャンパス」を
始め、多彩なプログラムでみなさんのお越しをお待ちし
ています。

大学の施設の中でお気に入りの音楽を体験してみませ
んか？国立音楽大学では「くにたちオープンカレッジ
2018」として、弦楽合奏、吹奏楽、ピアノ、声楽の 4つの
参加型プログラムと、本格的なオーケストラをフレッ
シュな解説付で楽しむエデュケーションプログラムを
ご用意しています。まずは「くにたち」にアクセス !

国立音楽大学 広報センター
〒190-8520 東京都立川市柏町5-5-1
TEL 042-535-9500（受付時間／平日9：00～17：00）　http://www.kunitachi.ac.jp/

10/7（日）
秋のオープンキャンパス 授業公開

10/8（月・祝） 7/14（土） 7/22（日）

夏期受験準備講習会

8/1（水）～4（土）

冬期受験準備講習会

12/23（日・祝）～26（水）

6/9（土）・10（日） 6/23（土）・24（日）

9/15（土）・16（日）

お問合せ

開館・営業時間

［ 楽器学資料館 ］ 10：00 ～ 16：00
［ 図　 書 　館 ］ 10：00 ～ 15：30
［ 食　　　　堂 ］   9：30 ～ 14：00



Time Schedule

Contents

※中学生以上、25歳以下の方対象　

本学教員による指導を直接受けることができます。
下記時間までに各レッスン室へ集合してください。

体験レッスン

体験授業
くにたちの教員による授業を体験できます。
交流会のみの参加もOK ! ぜひお越しください。

3年次から選択できる様々なコースについて学生が紹介します。
交流会のみの参加もOK ! ぜひお越しください。

学生によるコース紹介&交流会
学科と入試の説明
各専修（専攻）及び入試の説明を行います。
[担当：武田 忠善／大友 太郎／山本 幸正]

声楽・ピアノ・電子オルガン・ハープにつきましては、事前申し込み制です。
葉書に記載された時間までに集合してください。

キャンパスツアー
在学生のガイドにより講堂、図書館、新1号館、
練習棟などの主要施設をご案内します。

録音やミックスダウン、マスタリン
グの実習授業で使用する、プロフェッ
ショナルの現場に匹敵する最新鋭の
録音スタジオを教員がご案内します。

レッスン見学（声楽・ピアノ）
レッスンの様子を間近でご覧いただけます。

録音スタジオ紹介

「アンサンブルのくにたち」を体験し
ませんか。学生による室内楽をお届
けします。

ミニコンサート

教職員との個別相談

楽典・ソルフェージュの勉強法
今日からできる独習ポイントを分かりやすく解説します。

楽器別に基礎や初歩的なアドリブの方法を学べます。また、在学生に
よるバンド演奏、アンサンブル、アドリブソロの体験もあります。

教育や入試のこと、学生生活のこと…
疑問や不安に教職員が個別にお答えし
ます。

ジャズワークショップ

集合時間　AM受講の方 10:00（クラリネット&フルートは11:30）
 　　PM受講の方 13:00（クラリネット&フルートは13:30）

雨天時受付

※雨天時は新1号館に移動

Campus Map

教員と交流できます
在学生と交流できます

5号館

2号館

新
1号館

本部棟
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3号館

4号館

図書館
楽器学資料館 統合

練習館
（S.P.C）

警備員室

昼食は5号館地階の学食
（9：30～14：00）を
ご利用ください。

図書館
10：00～15：30
楽器学資料館
10：00～16：00
自由に見学できます。

駐車場
P

売店

正門
広報
センター

教育
センター

AV
センター6号館

◎キャンパスツアー整
理券もこちらで配布
します。

◎お帰りの際にアン
ケートをお出しくだ
さい。

受
付

会　場 教 在 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
学科と入試の説明 　　　　 教育センター1階 101室

キャンパスツアー　※受付で整理券を配布します  集合場所 SPC-A ●

レッスン見学
声楽 1階 127室（オペラスタジオ） ●

ピアノ 1階 142室（オーケストラスタジオ） ●

体験授業 音楽教育 　　　　 教育センター2階 201室 ●

体験授業＆
専修紹介 音楽情報 　　　　  1階 121室 ● ●

体験授業＆
コース紹介

作曲＆作曲理論 /実用音楽 / 現代音楽創作コース 　　　　  1階 135室 ● ●

コンピュータ音楽＆コンピュータ音楽コース 　　　　  AVセンター 1階 111室 ● ●

幼児音楽教育＆幼児音楽指導者コース 　　　　  2階 202室 ● ●

コース紹介

ミュージカル 　　　　 1階128室（合唱スタジオ） ●

　　　　 1階128室（合唱スタジオ） ●

吹奏楽指導者&コミュニティ音楽 　　　　 2階 226室 ●

学校教育&ダルクローズ・リトミック専門 　　　　 1階 121室 ●

　　　　 2階 225室 ●

音楽療法士 　　　　 3階 325室 ●

作曲 　　　　 3階 327室 ●

 楽典・ソルフェージュの勉強法 　　　　 1階 114室 ●

体験レッスン＆
個別相談

声楽・ピアノ・電子オルガン・ハープ・ヴァイオリン・
コントラバス・オーボエ・サクソフォーン・ファゴット・
ホルン・トランペット・ユーフォニアム・チューバ・打楽器 裏面参照

●

クラリネット・フルート ●

ジャズワークショップ
　　　　 2階 207室
　　　　 　アンサンブル室 A

●

教職員との個別相談 　　　　 AVセンター 1階 110 室 ●

録音スタジオ紹介 　　　　 2 階 227室 ●

　　　ミニコンサート 　　　　 1 階 正面玄関
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▼学生による紹介 ▼学生との交流タイム

楽典 楽典

リズムセクション講座 塩谷 哲

今村 央子

林 浩子 林 浩子

今井 慎太郎今井 慎太郎

足本 憲治・渡辺 俊哉
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交流会 交流会
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交流会 交流会

足本 憲治・渡辺 俊哉

小林 悟小林 悟 小林 悟 小林 悟

井上 恵理 井上 恵理

久保田 真澄

奈良 希愛 江澤 聖子 奈良 希愛 江澤 聖子

久保田 真澄佐竹 由美 佐竹 由美

中溝 一恵 中溝 一恵

今村 央子 今村 央子 今村 央子

池田 篤

担当教員は裏面をご確認ください
※見学は終日可能です。教員による説明を
   ご希望の方は各時刻に直接ご集合ください。

池田 篤／栗山 和樹
管楽器対象アドリブ講座

ソルフェージュ ソルフェージュ

▼

ピアノ・ベース・ドラムス・ギター ▼ 在学生によるビッグバンド演奏＆
　アンサンブルとアドリブソロの体験（3号館 2階 207室）▼

サックス・トランペット・トロンボーン

NEW
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