
くにたちオープンカレッジ 2019 

２０１9 

国立音楽大学ピアノフェスティバル 

参加要項 
 

対 象：小学生、中学生、高校生、一般（ピアノ指導者を含む） 

 

           ◆ピアノレッスン（ソロ・デュオ・アンサンブル）を受けてみよう！ 

           ◆身体で演奏表現を考えよう！［ダルクローズ・リトミック体験］ 

           ◆ショパンの魅力を極めよう！ 

      ◆オルガン・チェンバロに触ってみよう！ 

      ◆歴史的ピアノの見学・解説付［楽器学資料館］ 

◆国内有数の音楽図書館見学 

◆ New! 指導者のための相談コーナー 

           ◆美しい響きのホールでコンサート体験をしてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 7 月 21 日（日）9:50 - 17:00（受付開始 9:00） 

会  場：国立音楽大学（新１号館、講堂小ホール他） 

主 催：国立音楽大学 

後 援：立川市教育委員会 
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ピアノフェスティバルにようこそ！ 

ピアノ担当教員による丁寧なレッスンをはじめ、各種講座や身体表現で音楽を楽しく学べるダルクロー

ズ・リトミック体験、楽器学資料館での歴史的ピアノの見学や講堂小ホールでのコンサート体験などを

予定しております。 

 

日 時：7 月 21 日（日）9:50～17:00（受付開始 9:00） 

対 象：小学生※、中学生、高校生、一般（ピアノ指導者を含む） 

※小学生のお子様は、保護者あるいは指導者等がご同伴（引率）の上お越しください。 

※小学生 1 名につき 1 名ご同伴いただく必要がございます。 

募集人数：レッスン 75 名程度［小学生、中学生、高校生のみ対象です］ 

その他は各講座の詳細を参照してください。 

参加料：一人 500 円(傷害保険料を含む) 当日受付にてお支払いください。おつりのご用意はございません。 

注:講座によっては同伴する保護者（指導者）の方も受講扱いとなり参加料が必要となります。詳細は３頁を

ご参照ください。 

持ち物：筆記用具、レッスンで使用する楽譜（レッスン受講者のみ）、 

その他各講座の詳細をご参照ください。 

会 場：国立音楽大学（新 1 号館、講堂小ホール、楽器学資料館、図書館 他） 

アクセス：西武拝島線・多摩モノレール「玉川上水駅」下車徒歩 7 分 

＊ 当日は、学生駐車場を無料でご利用いただけます。 

 

当日のスケジュール（予定）：講座詳細については、３頁の【講座時間割】をご参照ください。 

スケジュール 会 場 

9:00～ 受 付 新 1 号館正面玄関 

9:50～10:05 オリエンテーション 新 1 号館合唱スタジオ 

10:15～11:15 1 時間目 各教室・スタジオ 

11:30～12:30 2 時間目 各教室・スタジオ 

12:30～13:20 昼休み 7 号館食堂が利用可能 

13:20～14:05 3 時間目 各教室・スタジオ 

14:30～17:00 コンサート（受講生、本学学生、教員）及び交流会 
コンサート：講堂小ホール  

交流会：７号館食堂 

 

※７号館について 

2019 年 1 月よりオープンいたしました。当日は 1 階食堂をご利用いただけます。また、7 号館食堂内で 

ご持参いただいた飲食物をお召し上がりいただくことも可能です。 

出張展示や交流会の会場となりますので、是非足をお運びください。 
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【申込方法】 メールでお申込みください（今年は郵送、FAX でのお申込みは受付いたしません） 

１．参加申込書を大学ホームページ（https://www.kunitachi.ac.jp/）よりダウンロードし、必要事項を

ご入力（記入）ください。 

２．メールにご入力（記入）後の参加申込書を添付し、演奏センター（workshop@kunitachi.ac.jp）ま

でお送りください。 

 

 

 

 

【申込期間（メール送信受付期間）】 

5 月 20 日（月）10:30〜5 月 24 日（金）16:30 必着 

※申込期間をご確認ください。受付開始前のお申込はお受けいたしかねますのでご注意ください。 

※申込期間内先着順となっています。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。 

 

【参加に関するご案内の送付】 

申込期間後、事務局より当日の参加に関する書類を、7 月初旬を目安に送付します。書類がお手元に 

届かない場合は、お手数ですが演奏センター（042-535-9535）までご連絡ください。 

 

【お申込み・お問合せ先】 

国立音楽大学 演奏センター 

〒190-8520 東京都立川市柏町 5-5-1  Tel：042-535-9535／Fax：042-534-3207 

E-mail：workshop@kunitachi.ac.jp ホームページ https://www.kunitachi.ac.jp/ 

 

【お申込みにあたって よくあるご質問】 

申込方法・変更等について 

Ｑ1：＜Ａ>～<Ｅ>参観として、父母 2 名で子ども 1 名の同伴をします。どのように申込んだらいいで

すか。 

Ａ1：お子様は受講者として、お父様・お母様はそれぞれ同伴者（＜Ａ>～<Ｅ>参観）としてお申込み

いただき、メールには計 3 名分の参加申込書を同送してください。 

Ｑ2：参観で申込をしていましたが、当日受講に変更することは可能ですか。 

Ａ2：当日受講への変更はできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

小学生の参加について 

Ｑ：小学生 2 名、同伴 1 名で参加することは可能ですか。 

Ａ：申し訳ございませんが、小学生 1 名につき保護者、指導者等の参加、または同伴が 1 名必要と 

させていただいております。小学生までの参加者が２名の場合は同伴も 2 名必要です。 

参加申込書（2 枚 1 組） ご提出について 

①参加者情報シート 参加者は必ず①②の 2 枚をご提出ください。 

※アンサンブルの共演者（器楽）の方で、アンサンブル共演のみの

場合はご提出不要です。 ②希望調査シート 
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【講座時間割】 

※アルファベット表記<Ａ>～<Ｊ>は講座区分です。 

※参加者は原則として途中入退出はできません。（レッスン参観のみ途中入退室が可能です） 

※講座を受講される方は参加料が必要です。 

※講座＜Ｆ＞～＜Ｊ＞は、同伴する保護者（指導者）、共演者の方も受講扱いとなり参加料が必要となりま

す。 

※＜Ａ＞～＜Ｅ＞参観のみの場合は、参加料のお支払いはございません。 

※時間割の一例は以下をご参照ください（時間割は申込希望状況により、大学側で調整させていただきます）。 

 

 

 

 

9:00～ 受 付（新 1 号館正面玄関） 

9:50～10:05 オリエンテーション（新１号館合唱スタジオ） 

1 時間目 

10:15〜11:15 

Ⅰピアノ担当 

教員のレッスン 

Ⅲ音楽的教養を 

身に付けよう 

Ⅳ楽器学 

資料館見学 
図書館見学 

 

レッスン① 

10:15～10:45 

レッスン② 

10:45～11:15 

＜Ａ＞ 

レッスン① 
<F> 

オルガン・ 

チェンバロに 

触ってみよう！ 

<Ｈ> 

歴史的ピアノの 

見学① 

（解説付） 

自由見学 

<B> 

レッスン② 

2 時間目 

11:30〜12:30 

Ⅰピアノ担当 

教員のレッスン 

Ⅱ身体で演奏 

表現を考えよう 

Ⅳ楽器学 

資料館見学 

レッスン③ 

11:30～12:00 

レッスン④ 

12:00～12:30 

<Ｃ> 

レッスン③  <E> 

ダルクローズ・

リトミック体験 

<Ｉ> 

歴史的ピアノの 

見学② 

（解説付） 
<Ｄ> 

レッスン④ 

昼休み    ※図書館は昼休み時間内も自由見学可能です。 

12:30～13:20 ※館内、スタジオ内でのお食事はご遠慮ください。 

指導者のための 

相談コーナー 

時間 

13:00〜13:45 

 

場所 

新 1 号館 

1 階ラウンジ 

3 時間目 

13:20〜14:05 

Ⅲ音楽的教養を身に付けよう 
Ⅳ楽器学 

資料館見学 

<G> 

ショパンの魅力を極めよう！ 

中学生以上対象 

<Ｊ> 

歴史的ピアノの 

見学③ 

（解説付）  

14:30～17:00 
コンサート（受講生、本学学生、教員）、交流会 

（コンサート：講堂小ホール 交流会：７号館食堂） 

9:00～ 受 付 

 9:50～ オリエンテーション 

1 時間目<Ａ> レッスン①30 分  

<Ｂ>（他のクラスを参観） 

2 時間目<Ｅ> ダルクローズ・リトミック 

体験 

 

昼休み 

 

3 時間目<Ｊ> 歴史的ピアノの見学③ 

14:30～ コンサート・交流会 

9:00～  受 付 

 9:50～  オリエンテーション 

1 時間目<Ａ>（他のクラスを参観） 

<Ｂ> レッスン②30 分 

2 時間目<Ｉ>歴史的ピアノの見学② 

 

昼休み 

 

3 時間目<Ｇ>ショパンの魅力を 

極めよう！ 

14:30～ コンサート・交流会 

9:00～ 受 付 

9:50～ オリエンテーション 

1 時間目<Ｆ> オルガン・チェンバロに 

触ってみよう！ 

2 時間目<Ｉ>歴史的ピアノの見学② 

 

昼休み 

 

13:00～ 指導者のための相談コーナー  

     図書館見学 

14:30～ コンサート・交流会 

B さん 

時間割

例 

 

A さん 

時間割

例 

 

C さん 

時間割

例 
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【講座区分・開講場所】 

 

Ⅰピアノ担当教員のレッスン  

＊ソロ・デュオ・アンサンブル 講座区分：<A>, <B>, <C>, <D> 

[担当講師] 

有森 直樹／梅本 実／江澤 聖子／加藤 一郎／金子 恵／河原 忠之／河村 初音／草野 明子／ 

近藤 伸子／進藤 郁子／奈良 希愛／濵尾 夕美／久元 祐子／堀江 志磨／三木 香代／ 

出久根 美由樹／伊藤 わか奈／稲積 亜紀子／榎本 潤 

[レッスンについて]   

小学生・中学生・高校生のみ受講可能です。 

ソロ・デュオ・アンサンブル 

・指定の課題曲はありません。参加申込書②希望調査シートに作曲者・曲名を記載してください。 

・デュオで受講希望の場合はペアでお申込みください。 

・アンサンブルで受講希望の場合は、共演者（器楽）を同伴してください。 

Ⅱ身体で演奏表現を考えよう ※定員 40 名程度（申込状況による） 

＊ダルクローズ・リトミック体験 講座区分： <E> 

[担当講師] 

清水 あずみ 

[講座について]  

普段はピアノという楽器を通して音楽を奏でていると思いますが、リトミックでは自分の身体を楽器の

ようにして音楽の諸要素を体験します。耳を澄ませてよく聴いて、身体で音楽を奏でてみましょう。 

 [持ち物] 

当日は動きやすい服装と靴（上履き、底の薄いシューズ等）でご参加ください。更衣室もご利用いただ

けます。 

 

講座区分 開講場所 

Ⅰ ピアノ担当教員のレッスン 

※小・中・高生のみ対象 

Ａ レッスン①（ソロ・デュオ・アンサンブル） 

各レッスン室 
Ｂ レッスン②（ソロ・デュオ・アンサンブル） 

Ｃ レッスン③（ソロ・デュオ・アンサンブル） 

Ｄ レッスン④（ソロ・デュオ・アンサンブル） 

Ⅱ 身体で演奏表現を考えよう Ｅ ダルクローズ・リトミック体験 オーケストラスタジオ 

Ⅲ 音楽的教養を身に付けよう 
Ｆ オルガン・チェンバロに触ってみよう！ ＳＰＣ－Ａ、B 

Ｇ ショパンの魅力を極めよう！※中学生以上対象 オペラスタジオ 

Ⅳ 楽器学資料館見学 

Ｈ 歴史的ピアノの見学① 

楽器学資料館 Ｉ 歴史的ピアノの見学② 

Ｊ 歴史的ピアノの見学③ 
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Ⅲ音楽的教養を身に付けよう ※試奏 先着 30 名（申込状況による） 

＊オルガン・チェンバロに触ってみよう！ 講座区分：<Ｆ> 

[担当講師] 

大塚 直哉 

[講座について] 

バッハ、リスト、ブラームス、ドビュッシーなど鍵盤の名人たちの世界に近づくためには、いろいろな

鍵盤楽器に触ってみるのがお勧めです。今回はいつもピアノで弾いているバッハの作品をチェンバロや

オルガンでちょっとだけ体験してみましょう。 

[注意事項]  

普段弾いているバッハの作品（またはバロック時代の鍵盤曲）をオルガンやチェンバロで交代で弾いて

みますので、曲をご用意ください。冒頭部分のみなど作品の一部でも大丈夫です。 

 

＊ショパンの魅力を極めよう！ 講座区分：<Ｇ>（中学生以上対象） 

[担当講師]  

加藤 一郎 

[講座について]  

「ピアノの詩人」と呼ばれるショパンの魅力は、一体どこにあるのでしょうか？ 美しく、はかなく、

そして燃えるようなショパンの音楽。本講座では練習曲、夜想曲、バラード等を基に、一緒にショパン

を極めていきましょう。 

Ⅳ楽器学資料館見学  

＊歴史的ピアノの見学（解説付き） 講座区分：<Ｈ>, <Ｉ>, <Ｊ> 

[ガイド]  

国立音楽大学楽器学資料館 学芸員 

[見学について] ※昨年度実施の見学ツアーとほぼ同内容になります 

楽器学資料館が所蔵している 19 世紀のピアノについて解説を行います。またハープシコードやクラヴ

ィコード、パイプオルガンなど、ピアノが誕生するより以前から存在した鍵盤楽器もご見学いただけま

す。1 回に受入が可能な人数が限られています。ご希望の方は事前にお申込みください（展示室では鍵

盤楽器だけではなく、世界各地の様々な楽器を展示しております。見学は、学芸員の指示に従ってくだ

さいますようお願いいたします）。 

図書館見学 ※2 階のみ見学可能 

ピアノに関する楽譜・図書の展示・その他音楽雑誌等もご覧いただけます。また、7 号館にて出張展示

をいたしますので、そちらも併せて是非ご覧ください。 

※図書館館内での飲食はご遠慮いただいております。 
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指導者のための相談コーナー New! 

日々の指導に関わること、音大受験に関すること等何でもお気軽にご質問、ご相談ください。新 1 号館

1 階ラウンジにて、本学ピアノ担当教員にご相談いただけます。 

 

コンサート 

講堂小ホールにて、受講生（※）や学生、教員他によるコンサートを行います。（入場無料） 

※受講生によるコンサート体験について 

レッスン受講者（小学生・中学生・高校生のみ）は、希望する方の中から抽選により、素晴らしい響き

を誇る講堂小ホールでの演奏体験ができます。 

出演希望の方は、参加申込書のコンサート出演希望欄にチェックを入れてください。 

抽選は、当日朝受付にて行います。 

なお、昨年ご出演された方はご遠慮くださいますようお願いいたします。 

【申込の際の注意事項】 

ソロでの演奏希望の方は、暗譜で演奏できるよう準備してください。 

演奏時間の指定は、以下のとおりです。 

ソロ 

小学生 1～3 年生（3 分以内）、小学生 4～6 年生（4 分以内） 

中学生（5 分以内）、高校生（7 分以内） 

デュオ・アンサンブル  

7 分以内 

 

交流会 

コンサート終了後に本学教員との交流会を予定しております。 

講師との交流のほか、受講生の方同士での情報交換の場としてお気軽にご参加ください。 

お菓子やお飲み物をご用意いたしております。 

 

個人情報の取り扱いについて 

本学では、本講座の運営にあたり、受講生の方々の個人情報を保有しておりますが、使用にあたっては、国

立音楽大学個人情報管理規則に基づき適正に管理し、講座の運営や大学からのお知らせに限り利用させてい

ただきます。 


