
T i m e  S c h e d u l e

※中学生以上、25歳以下の方対象　体験レッスン

専攻・専修紹介 ＆ 体験授業

教員による授業を体験できます。また、在学生が各専攻・専修の紹介を行います。

コース制って何？!

入試の説明

キャンパスツアー

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）

在学生の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

声楽専修の在学生による歌声をお届けします。音大生の音をぜひお楽しみく
ださい。

在学生と直接お話しいただける交流の場です。 
くらしのこと、授業のことなど、お気軽にお尋ねください♪

ナナJAZZコンサート
在学生によるジャズコンサートを「7号館」にて開催！
音大で聴く、JAZZの世界をお楽しみください！

12:15

ミニコンサート

教えてセンパイ！

教職員との個別相談

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。

事前申し込みされた方が対
象となりますが、午後のビッ
グバンド演奏の見学は、当日
参加も可能です。

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

就職にもつながる本学独自のコース制について、概要説明と学生によるコース紹介を行います。

実際に歌唱演技等を指導している教員が学びについてご案内します。

途中入退室
不可

入退室自由  ※一部プログラムを除く

楽典・ソルフェージュの勉強法楽典・ソルフェージュの勉強法

事前申し込みされた方が対象となります。指定の時間までに、各レッスン室へお越しください。

未経験者トライアル

リズムセクション講座

管楽器対象アドリブ講座
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

入試問題対策（各45分）

10:00～13:00 13:00～15:30

10:15～11:45
10:15～11:45

13:15～14:45

10:00 14:00（各45分）

（各20分）10:00 11:00 12:00 13:00 14:00（各50分）

（各45分）10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

11:00 11:30 12:30 13:00 14:00

※ピアノのみ ※声楽のみ

（各45分）

（各45分）

（各45分）

（各45分）

（各45分）

音楽教育 11:00 13:00／音楽療法
（各60分）作曲 10:50 12:50

コンピュータ音楽／音楽情報／幼児音楽教育 12:00 14:00

10:10 12:00 13:30 14:30

ミュージカル・コース紹介 11:00 13:00

2023年度入試の日程や変更点など、最新情報をお伝えします。

教員による学科紹介
学長あいさつ

11:00 13:00（各45分）
国立音楽大学の学科、専攻・専修について、教員から概要をご説明します。

在学生のガイドにより講堂、図書館、練習棟などの主要施設をご案内します。
10:00 12:00 11:00 14:30

10:00～15:30

11:00 13:00 14:00

10:00～12:00 13:00～15:30
※集合時間と場所がご不明な場合は、広報センターまでお越しください。

※お履ものを脱いでご入場いただきます。

C o n t e n t s

（30分）15:00

（各30分）14:30

新1号館1階 図書館側ラウンジにて、大学案内DVDを上映中！！

会　場 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
学長あいさつ
教員による学科紹介　 5 号館 3階 317 室

入試の説明 5 号館 3階 317 室

キャンパスツアー　※受付で整理券を配布します。 新 1号館 1階 121 室

レッスン見学
声楽 新 1号館 1階 127 室

（オペラスタジオ）

ピアノ 新 1号館 1階 142 室
（オーケストラスタジオ）

専攻・専修紹介
＆体験授業

作曲
「＜作曲の部屋＞～作曲の仕事とは？～」 新 1号館 1階 135 室

コンピュータ音楽
「コンピュータ音楽って何？」 新 1号館  2 階 226 室

音楽教育
「令和の時代に求められる音楽の学び」 5号館 1階 121 室

音楽療法
「音楽療法とは何か」 3号館 2階 212 室

音楽情報
「拍子とリズムの違いとは－音楽美学の視点から－」 3号館 3階 301 室

幼児音楽教育
「子どもと絵本－絵本の魅力を中心に－」 5号館 2階 219 室

コース制って何？！ 3 号館 1階 114 室

ミュージカル・コース紹介 3 号館 地階B07室

 楽典・ソルフェージュの勉強法　※途中入退室はご遠慮ください 5 号館 3階 311 室

体験レッスン 声楽・ピアノ・オルガン・電子オルガン・ヴァイオリ
ン・ヴィオラ・ハープ・フルート・オーボエ・クラリ
ネット・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・作曲

裏面参照

ジャズワークショップ リズムセクション講座 6号館東棟 1階 110 スタジオ

管楽器対象アドリブ講座　 6号館東棟 1階 111スタジオ

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 6号館東棟 1階 110 スタジオ

教職員との個別相談 6号館西棟 1階 101室

録音スタジオ紹介 新 1号館 2階 227 室

教えてセンパイ！ 新 1号館 1階東側ラウンジ

ミニコンサート 新 1号館 1階 128 室
（合唱スタジオ）

ナナJAZZコンサート 7 号館 1階 食堂ステージ

※受付で整理券を配布します。

紹介 紹介

紹介 紹介

紹介 紹介

紹介 紹介

紹介

紹介

紹介

紹介

望月 哲也 望月 哲也

沢田 千秋 奈良 希愛

足本 憲治・渡辺 俊哉

津田 正之

阪上 正巳

津田 正之

阪上 正巳

足本 憲治・渡辺 俊哉

未経験者トライアル  今村 央子

ビッグバンド演奏

入試問題対策  今村 央子 入試問題対策  今村 央子未経験者トライアル  今村 央子

今井 慎太郎 今井 慎太郎

瀬尾 文子

八幡 眞由美

瀬尾 文子

八幡 眞由美

安崎 求・本島 阿佐子

A B BA

安崎 求・本島 阿佐子

奈良 希愛沢田 千秋

山下 浩司 山下 浩司

ピアノ・ベース・ドラムス・ギター

サクソフォーン・トランペット・トロンボーン

▼ 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

A：アンサンブル・ピアノ・コース、ピアノ指導コース
B：吹奏楽指導者コース、日本伝統音楽コース

※事前にお申し込みされ
た方のみの参加となり
ます。

※事前にお申し込みされ
た方のみの参加となり
ますが、ビックバンド
演奏の見学は、当日で
もご参加いただけます。

2023 年度入試の日程や変更点など、
最新情報をお伝えします。

国立音楽大学の学科、専攻・専修について、教員から
概要をご説明します。

11：00～ 12：30～ 14：00～11：30～ 13：00～ 14：30～

▼
学生による
専攻・専修紹介

紹介


