
2022 年度　
冬期受験講習会要項



概要

申込方法

Greeting
受験講習会では、私たちの音楽教育への理解を深めるとともに、皆様が音楽家としての一歩
を踏み出すための基礎的なプログラムを用意しています。音楽高校受験の効率的な準備に役
立ててください。

専攻実技

初日・学校説明会について
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実技レッスンについて

諸注意・確認事項
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P11　P12

個別相談会 P9

お問い合わせ・サポート P13

ご挨拶



音楽高校に進学を希望する中学生が音楽の正しい勉強法を学び、受験の効率的な準備に役立て
ることを目的とします。

概要

2022 年 12 月 24 日 ( 土 ) ～ 12 月 27 日 ( 火 )

期間

Overview
Tokyo College of M

usic H
igh School 2022

12 月 24 日（土）

12 月 25 日（日）～ 12 月 27 日（火 )

会場

音楽高校への進学を希望する中学１年生以上

対象

・全科目受講（中学 3年生）：音楽科目（楽典・聴音・コールユーブンゲン・対面実技レッスン）

・全科目受講（中学 1年生・2年生）：音楽科目（楽典・聴音・コールユーブンゲン・対面実技レッスン）

・実技レッスンのみ受講：対面実技レッスンまたは遠隔実技レッスン

受講科目

東京音楽大学付属高等学校教諭、講師、東京音楽大学教授、准教授、講師

担当講師

東京音楽大学付属高等学校Web サイト (https://tcm-koko.ed.jp) の「受験」ページにアクセス
して、フォームより申し込みます（詳細は P5参照）。

申込
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一般科目 (英語・国語・数学 )

池袋キャンパス（ソルフェージュ・楽典クラス分け試験と学校説明会 8:50 ～ 12:00）

中目黒・代官山キャンパス（実技レッスン 13:30 ～ 19:00）

中目黒・代官山キャンパス



受講料

中学 3年生で、今回「全科目受講」を希望する方
中学 1年生・2年生で、今回「全科目受講」を希望する方
中学 1年生・2年生・3年生で、今回「実技レッスンのみ受講」を選択する方

決済方法は、「コンビニエンスストア」「クレジットカード」「Pay-easy」のいずれかにより納
入してください。尚、お支払い後の返金は出来ません。支払い手数料は利用者負担となります。
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中学 3年生（全科目受講）
中学 1年生・2年生（全科目受講）
中学 1年生・2年生・3年生（実技レッスンのみ受講）
オプション（声楽専攻・作曲専攻の副科ピアノレッスン受講）

¥33,000

¥28,600

¥19,800

¥3,000

¥29,700

¥25,740

¥17,820

2022 年夏期受験講習会を受講した方の割引受講料（全て 1割引となります）

※受講料は全て税込料金です。



オンラインによる申込方法を採用しています。申込期間は 11 月 10 日 ( 木 )10:00 ～延長し
11 月 30日 ( 水 )15:00 となります。いつでもどこからでも、申し込みをすることができます。

申込方法

How to apply

尚、申し込みにはインターネットに接続したパソコンやスマートフォン・タブレットといったデバイスとメールアド
レスが必要です。携帯電話会社のアドレスでは正常にご利用できないことがありますのでGmail をはじめとした各種
フリーメールアドレスを取得してお申し込みください。

*"+)"$,"((-.-$"/$01234$!3.5$645""($7877

Web サイトにアクセス　　 ユーザー登録　　　　申込み詳細情報入力　　　受講料の支払い　　　  受講票を印刷　　

東京音楽大学付属高等学校Web サイトを開いて、「冬期受験講習会のお申し込み」をクリック
してください (https://lsg.grapecity.com/tcm-koko/app)。

1.Web サイトにアクセス

ユーザー登録→返信メールのURL にアクセス→受講したい区分・コースを選択し、〈申込〉ボ
タンをクリック→志望専攻欄を入力してください。

2. ユーザー登録

入力画面に必要事項を入力してください。
※入力画面の 15）「特記事項」について
・各自の都合により受講できない日時がある場合には、その旨を入力してください。原則としてお申込み後のレッスン日時の調整や担当教員の変更はい
たしませんのでご了承ください。その他、特別な事情がある場合は入力してください。
・「特記事項：受講したい曲目」に、必ず作曲者、タイトルを入力してください。

3. 申込み詳細情報入力

内容をご確認の上、「上記内容で申込」ボタンをクリックしてください。〈お支払い〉ボタンを
クリックして受講料を決済します (決済が完了した後に申込情報などの修正はできません )。
支払期間：11 月 10 日（木）10:00 ～ 11 月 24 日（木）15:00
※受講料の他に決済手数料が別途必要になります。
※原則として、一度支払われた受講料（決済手数料含む）は返金いたしませんのでご注意ください。次回受講など別の支払いへの充当もできません。

4. 受講料の支払い

受講票を申し込み終了後に各自で印刷してください。全科目受講生および対面実技レッスン受
講生は、印刷した受講票を必ず持参してください（受講票はお知らせメール受信後印刷可能と
なります）。

5. 受講票を印刷
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本校の実技科目に即した以下の専攻の実技レッスンを実施します。

専攻実技

声楽

声楽

Major
To

ky
o 

Co
lle

ge
 o

f 
M

us
ic

 H
ig

h 
Sc

ho
ol

 2
02

2 

ピアノ、ピアノ演奏家コース、
ピアノ創作コース

鍵盤楽器

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ 、
コントラバス、ハープ、クラシックギター

弦楽器

フルート、オーボエ、クラリネット、
ファゴット、サクソフォーン

管打楽器（木管楽器）

ホルン、トランペット、トロンボーン、
バス・トロンボーン、テューバ、ユーフォニアム

管打楽器（金管楽器）

ティンパニ、小太鼓、マリンバ

管打楽器（打楽器）

作曲

作曲

受講する専攻を選択してください。

音楽総合コース
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※レッスン担当教員は東京音楽大学付属高等学校Web サイトの受験講習会ページ「レッスン担当教員一覧」でご確
認ください（12 月 6日以降に掲載予定）。

副科ピアノ（追加料金）

声楽、作曲 受講者の習熟度により、グループレッスンの
形をとることがあります。

音楽総合コース・セルフデザインクラス



初日・学校説明会について

Information
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学校説明会

ソルフェージュ (聴音・コールユーブンゲン )および楽典は、初日 12 月 24 日 ( 土 ) に池袋キャ
ンパスでクラス分け試験を行います。
当日は、午前8:30～ 8:45までに池袋キャンパスA館入口で受付を済ませてください。午前8:50
よりガイダンスを行います。
※保護者の方は A館食堂前で待機することができます。

クラス分け試験の結果は 12 月 25 日（日）11:30 までに中目黒・代官山キャンパス 1階事務室
前の掲示板に受講番号で発表いたします。必ず確認の上、指定されたクラスで受講してください。

クラス分け試験について (全科目受講生のみ実施 )

初日 12 月 24 日 ( 土 ) に、受講生と保護者の方を対象とした学校説明会を行います。説明会は
池袋キャンパス A館 100 周年記念ホールにて実施いたします。全科目受講生はクラス分けの試
験後に参加してください。実技レッスンのみの受講生と保護者の方も参加できます。

当日は受付を池袋キャンパス A館 100 周年記念ホール入口で済ませて客席に集合してください
（受付時間 10:00-10:20）。
説明会に参加できない場合でも、翌日配信されるアーカイブ動画をご覧になることができます
（リンクについては受講生全員にメールでお知らせいたします）。

Tokyo College of M
usic H
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受講生の保護者の大学内入構について

講習会期間中、保護者の大学内入構は可能です。その際は、必ず受講票のコピーを携帯し、検
温と手指消毒、不織布マスクの常時着用をお願いいたします。ただし、初日 12 月 24 日（土）
は学校説明会が行われる A館 100 周年記念ホールおよび A館食堂前スペース、個別相談会会場
以外への立ち入りはできません。2日目以降は、中目黒・代官山キャンパス 2階のクリエイティ
ブラボにて 8:30-19:00 まで待機することができます（入構は 2名までとさせていただきます）。
クリエイティブラボおよび学生レストラン以外への立ち入りはできません。

講習会の時間割表について

12/24 12/25 12/26 12/27
8:30-

8:50-

9:40 - 10:20

受付

諸連絡

楽典
クラス分け試験

移動
↓

13:00 - 13:50

14:05 - 14:55

15:10 - 16:00

楽典

数学
(中学 3年生のみ )

国語
( 中学 3年生のみ )

13:00 - 13:50

14:05 - 14:55

15:10 - 16:00

聴音

聴音

英語
(中学 3年生のみ )

13:00 - 13:50

14:05 - 14:55

15:10 - 16:00

楽典

コールユーブンゲン

コールユーブンゲン

10:30 - 12:00

ガイダンス学校説明会
(100 周年記念ホール )
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池袋キャンパス
開門 8:00

中目黒・代官山キャンパス
開門 8:30

中目黒・代官山キャンパス
開門 8:30

中目黒・代官山キャンパス
開門 8:30

専攻実技レッスン 10:00 - 12:00

16:15 - 19:00

午前
午後

※実技レッスンのみの受講生のレッスン時間は、9:00 から 19:00 となります。
※初日の午後に専攻別実技レッスンが入る場合は個別に連絡いたします。専攻実技レッスン

13:30 - 19:00

中目黒・代官山キャンパス

9:00-9:20
ソルフェージュクラス分け試験



個別相談会について

Consultation
Tokyo College of M
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対面個別相談会

12 月 24 日 ( 土 )、学校説明会終了後の 12:00 ～ 14:30 まで、個別相談コーナーを設けておりま
す。事前申し込みは不要です。
※対面個別相談会については冬期受験講習生のみ対象となります。

その他の日程について

個別相談につきましては、受験講習会以外でも随時受け付けておりますので、付属高校（03-
3988-6214）までお申し込みください。申し込みはWebサイトでも受け付けております。
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Web サイト
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受付完了後、12 月 6日以降を目処に担当教員もしくは東京音楽大学教務課レッスン係よりメー
ルで担当教員及びレッスンスケジュールのご案内をいたしますのでご確認ください。

実技レッスンについて

Lesson

受付 スケジュールを通知 レッスンを受講

レッスン時間
専攻実技は 1回 40 分のレッスンを 2回受講することができます。
※音楽総合コースを希望する場合は、ピアノ、弦楽器、管打楽器、声楽、作曲から１つを選ん
で受講します（音楽総合コース・セルフデザインクラスを除く）。
※声楽および作曲の受講生は、20 分の副科ピアノのレッスンを 1回受講することができます（追
加料金）。

受講曲目
自分が練習している曲で受講します。
申し込みの際、必ず作曲者、タイトルをお知らせください。
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受講方法
対面実技レッスンになります。
担当教員決定後、東京音楽大学付属高等学校Webサイトの受験講習会ページにあります「レッ
スン担当教員一覧」でレッスン方法をご確認ください。
※「実技レッスンのみ受講」を選択した方で、遠隔レッスン希望者のみ遠隔となります。

レッスン担当教員について
レッスン希望教員は申し込み時に第 3希望まで入力してください（但し、ご希望に添えない場
合があります）。



Tips

・レッスン室が変更になることがありますのでご注意ください。
・レッスン室には受講生以外入室できません。
・楽譜の貸し出しは行いません。声楽受講生は、伴奏用楽譜も持参してください。
・テューバ、コントラバス、マリンバ、ハープ等の大型楽器は、期間中大学より貸し出します。
・テューバ、コントラバスのみ１階楽器室で楽器を一時預かりをします。チェロは各自で管理してください。
・打楽器（小太鼓）の受講生は、楽器とスタンドを必ず持参してください。大学での貸し出しは行いません。
・レッスンの日時が決定したら、時間・場所などを記録し、間違いのないようにしてください。
・専攻実技レッスンは、2回とも同じ担当教員になります。
　※受講しない実技レッスンがある場合、各自の都合により受講できない日時がある場合は、申し込み時に入力し
　　てください。申し込み後のレッスン日時や担当教員の変更はいたしませんのでご了承ください。
　　（専攻実技が 1回になる場合があります。）

実技レッスンに関する注意

講習会に持参するもの
・冬期受験講習会受講票
・レッスンを受けたい曲の楽譜 (自分用と教員用の 2部 )
   ※実技レッスンのみ受講で遠隔の場合の楽譜送付については、別途お知らせいたします。
・受講用教材「全訳 コールユーブンゲン」（大阪開成館発行）「楽典 理論と実習」(音楽之友社 )
・持参可能な楽器 (弦・管打楽器の受講生 )
・筆記用具　・五線紙ノート　・スマートフォン

11

諸注意・確認事項

実技レッスンのみ受講される方の遠隔実技レッスンに関する注意

・遠隔実技レッスンは基本的に zoomで行いますが、詳しくは担当教員の指示に従ってください。
・遠隔実技レッスンを選択した方には別途メールにて zoomの操作マニュアルを配付いたします。
   操作方法等についてはそちらをご確認ください。 また「遠隔実技レッスンを受講する際の音声設定について」の
   項目を必ず確認し、レッスン前に設定を行ってください。
・レッスン中、自分の姿が安定して映るように、PC、スマートフォンの位置をあらかじめ調整し、 固定してください。 
   また、必要に応じ三脚やスマートフォンスタンド等を使用し調整を行ってください。
・レッスン当日、接続に問題が生じた場合は、東京音楽大学受験講習会担当 (03-6455-2763) にご連絡ください。

Tokyo College of M
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食堂・売店について
期間中の営業時間は以下の通りです（中目黒・代官山キャンパス）。
●学生レストラン「学生と街のレストラン」：11:00 ～ 15:00　※ラストオーダー 14:30
　※レストランは混雑が予想されます。お弁当持参の方は 2階クリエイティブラボ、4階 SAKURAラウンジおよび
　　KEYAKI ラウンジをご利用ください。
　※期間中、2回分は無料となります。ガイダンス時に配布する利用券または中目黒・代官山キャンパス 1階ロビー
　　に配置している利用券に必要事項を記入して学食スタッフに提出してください。
●DEAN＆ DELUCA：平日 8:00 ～ 18:00/ 土日 9:00 ～ 18:00
　※「受講票」の提示により 20%割引でご利用いただけます。

身体の具合が悪くなった場合について
お近くの教職員に申し出てください。

忘れ物・落とし物について
東京音楽大学中目黒・代官山キャンパス 1階事務室の総務課（9:00 ～ 17:00）に申し出てください。貴重品や楽器は
自分自身でしっかり管理してください。

欠席連絡について
当日のレッスンの遅刻・欠席については、東京音楽大学教務課・レッスン係 (03-6455-2751) に連絡してください。
授業の欠席連絡は特に必要ありません。欠席した授業の資料は東京音楽大学中目黒・代官山キャンパス 1階エントラ
ンスホールの事務室窓口でお渡しいたします。

To
ky

o 
Co

lle
ge

 o
f 

M
us

ic
 H

ig
h 

Sc
ho

ol
 2

02
2

12

練習室について
講習会期間中、中目黒・代官山キャンパスの個人練習室を無料で使用することができます。詳細は「受講生専用ページ」
に掲載します。※遠隔地からご参加の受講生に限り、初日の 12:00 ～ 17:00 に池袋キャンパスで練習することができ
ます。ご希望の方は 12 月 19 日（月）までに付属高校受験講習会担当（03-3988-6214）にご連絡ください。

クリエイティブラボ・スペースについて
講習会期間中、以下の図書館サービスの利用ができます（中目黒・代官山キャンパス）。
●利用時間：9:00 ～ 17:00
　・スタディ・エリア（自習室）スペースの利用
　　自習室としての利用／CD、映像資料等の室内鑑賞／書籍の室内閲覧
　・オープンエリアの書籍閲覧
　　利用の際は、クリエイティブラボ・カウンターにて「受講票」を提示の上、手続きをしてください。
　　※楽譜の閲覧、貸し出しはできません（実技レッスンに必要なものは各自持参してください）。
　　※書籍と資料の貸し出し、持ち出しはできません、エリア内でご利用ください。
　



講習会についてご不明点がある方は下記にご連絡ください。なお、新型コロナウイルス
(Covid-19) の影響により本要項の内容から変更が生じる場合がございます。その際は、本校
Webサイトで随時お知らせ致しますので、併せてご確認いただきますようお願い申し上げます。
※実技レッスンに関する問い合わせは東京音楽大学教務課・レッスン係 (03-6455-2751) にご
連絡ください。

お問い合わせ・サポート

Contact

〒 171-8540 東京都豊島区南池袋 3-4-5

TEL. 03-3988-6214　
FAX. 03-3982-9273

fuzoku_koko@tcm-koko.ed.jp    

https://tcm-koko.ed.jp

申込み完了後のキャンセルはできません。
やむを得ない事情が生じた際には、本校受験講習会担当 (03-3988-6214) までご連絡ください。また一度支払われた
受講料は（決済手数料含む）は、返金いたしませんのでご注意ください。

申込みに関わる個人情報については、個人情報保護法の趣旨に基づいて、入学試験及び受験講習会を実施する目的以
外に使用いたしません。宅配等の業務委託をする際は、「委託業務以外の利用はしない」と言う「個人情報の秘密保
持に関する覚書」を交わし、東京音楽大学および付属高等学校管理の下、個人情報の秘密保持を徹底しております。
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新型コロナウイルス (Covid-19) 感染予防対策について

・必ず検温を実施し、37.5℃未満（同居のご家族も含む）であることを確認してから来校してください。
・来講する際は、必ず不織布マスクの着用をお願いいたします。
・入り口での検温と消毒にご協力をお願いいたします (37.5℃以上の方は入講をお断りいたします )。
・体調不良等の懸念事項がある場合は、必ず本校受験講習会担当 (03-3988-6214) に連絡をしてください。




