


音楽を主軸に、
自分らしさを解き放ち
クリエイティヴに生きよう。

変革の社会において、自分らしさを持ちつつ規律と礼節を
尊重することで、 多様な分野とコラボレーションしながら、
音楽を通して人生を直感で描くことのできるクリエイティ
ヴな人材を育てる。

ポジティヴに失敗しよう
多様性と共鳴しよう
自分を洞察しよう
美的衝動を鍛えよう
トレンドに敏感になろう

学校としての使命 私たちの教育的な価値



2020 年度から、本校では学びのヴィジョンを掲げて
います。ヴィジョン、ミッション、ヴァリューという考
え方は、今はビジネスの世界、企業理念などを示すた
めの方法としてはかなり広まってきていますが、高校
生や中学生の皆さんには馴染みのない考え方かも知れ
ません。

「音楽を主軸に自分らしさを解き放ち、クリエイティ
ヴに生きよう。」

これが我々の学びのヴィジョン、つまり教育目標の根
幹、タイトルのようなものです。「ヴィジョン＝理想」
と言えばわかりやすいでしょうか。

私たちは音楽高校に身を置いています。誰もが音楽と
深い関わりを持ち、日々音楽家としての鍛錬を行って
います。これは、高校生誰もが置かれている状況では
ありません。甲子園を目指す高校球児であれば、これ
が「野球」に置き換わるかも知れません。科学者を目
指している高校生なら「科学」、弁論大会を目標にし
ている高校生なら「スピーチ」かも知れない。

音楽というのは、芸術の一分野であり、物質的なマテ
リアルを必要としない点で最も崇高な芸術の形態、と
言われることもあります。また、他の芸術の形態と同
じ様に、音楽はそれそのものが目的にもなる、素晴ら
しい芸術形態だと思います。

私たちは、この音楽への熟練を通して、皆さんが音楽
と共にあることを通して、より自分らしく生きられる

学校長 小森 輝彦 ご挨拶

れるように、と願っています。より自分らしくなる、
というのは自分を解放する、ということです。大雑
把な説明は避けたいですが、例をとれば、必要のな
い遠慮や、自分の音楽を受け手がポジティヴに受け
入れてくれないのではないか？と言う恐れを捨てて、
自分の中にある、自分が生まれながらにして持って
いる音楽性を解き放つことです。

音楽性は全ての人間の中にあります。僕は固く信じ
ています。僕が今まで関わった様々な音楽家の中に
は、音楽性を持たない人はいませんでした。多くの
覆いに包まれて音楽性が外に出てきにくい人、自分
の音楽性に自信が持てなくて、それを外に出そうと
しない人は沢山見て来ましたが、「音楽性がない」人
にはまだ出会えていません。多分いないと思います。

自分の中の音楽性、これは、我々音楽を目指すもの
にとっては音楽という言葉で表現することになりま
すが、人類全般に広げるとこれは「クリエイティヴ」
という言葉に置き換えてもいいでしょう。ヨーゼフ・
ボイスという著名なドイツ現代芸術家は「全ての人
間はアーティストであり、社会彫刻家だ」と言って
います。起業家、政治家、教育家、などなど、様々
な職業に就く人が、そのクリエイティヴィティを仕
事の中で発揮して、創造的な社会の構築に貢献して
いますね。クリエイティヴに社会を構築することが
ヨーゼフ・ボイスの言う「芸術的に社会を彫刻する」
ということかと思います。

スポーツでも音楽でも、我々は沢山「練習」をします。

練習によって音楽と仲良くなります。練習をドイツ
語ではプローベと言いますが、語源は「試すこと」
です。つまり、成功する必要はなく、ある程度失敗
を前提として「試す」ことが大切なのです。これを
このヴィジョンでは「ポジティヴに失敗しよう」と
いう言葉で表現しています。「失敗を恐れず」ではな
く「失敗をする」のです。失敗を避けないことです。
我々は皆さんに「失敗をし続けられる環境」を提供
することを目指しています。失敗をして良ければ、
誰でも気張らず、自分自身でいられるのです。

自分らしさを見つけてください。その為に、あなた
らしくいてください。それを我々は望んでいます。

https://teru.de



2022 年吹奏楽演奏会（A 館）
Wind Ensemble Concert 2022



声楽・ピアノ・弦楽器（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）・管打楽器（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／ホルン／トランペット／トロンボーン／ユーフォニアム／テューバ／打楽器）・作曲・音楽総合コースと、クラシック音楽を学びたい生徒にとって、充実した専攻が揃っています。
各専攻の個人レッスンは全て大学の教授・講師陣により行われ、生徒は大学生のレッスンにも接しながら、先輩たちの技術や情報を吸収することが出来ます。また、レッスン以外の
音楽専門科目（ソルフェージュ・音楽理論等）の授業も、大学と兼任の教授陣を交えて行っています。

充実した専攻と一流講師陣によるレッスン

本校は、2020 年 4 月に文京区関口から豊島区池袋にある東京音楽大学池袋キャンパスに移転し高大の連携を強化することで、７年間の一貫した音楽教育を実現しました。特にアン
サンブル授業、各種音楽専門科目及び語学などの科目を履修する生徒の一部は、高校生のうちから大学の単位の一部を修得可能にすることを検討しています。大学生と同じ環境下で
学習する機会と高校と大学の講師陣が常に情報交換しあえる環境は、高校生が著しく成長できる可能性を秘めています。

高校・大学 7 年間の音楽一貫教育

セメスター制の導入
カリキュラムの一部にセメスター制を導入し、一般科目や音楽専門科目は、春学期完結型・秋学期完結型・通年完結型の 3 種類に分かれています。

少人数制の授業
ソルフェージュ（聴音／新曲）・音楽理論、英語は 1 学年を 4 ～ 6 クラスに分けたグレード別の少人数制で、きめ細かく、また緊張感のある指導を行っています。語学教育にも力を
入れ、ベテランのネイティヴ・スピーカーの教師を含め、実生活に役立つ語学を学んでいます。また、音楽を専門に学ぶうえで必要な、ドイツ語・イタリア語・フランス語も第二外
国語として用意しています。

充実したアンサンブル授業
オーケストラ・吹奏楽・合唱・声楽演習などのアンサンブル授業は、大学教授・講師陣と高校音楽科教員が協力して指導に当たり、発表の場としての演奏会も数多く行うなど大変充
実しています。

音楽総合コース「セルフデザインクラス」の新設
既存の音楽総合コースのプログラムに加え、次世代に向けて自分をデザインできる力を育むことを目的に、特に DTM（デスクトップミュージック）等のデジタルツールを駆使し
する授業や、ILP（イノヴェーションリーダーシッププログラム）を通して、変革の社会において柔軟かつ独創的に自分をデザインできる力を学びます。

学びの特色



あなたも、クリエイター。

デジタルツールを駆使しながら、
音楽と共に送るクリエイティヴな高校生活。
あなたの個性を世界へ発信しましょう！

音楽 デジタル

次世代クリエイター

Music Digital

体験デザイン
Experience

Next Generation Creators

音楽総合コース 
セルフデザインクラス新設



セルフデザインクラスコンセプト
私たちは、何かを表現してみたい、つくってみたい、クリエイティヴになりたいという創造への意欲をもった皆様に、新しい学びの場を用意しました。
このクラスに入るために必要なものは、あなたの表現したいという意欲だけ。本校にはこうでなければならないという固定観念はありません。常識や偏見を忘れ、本来の自分と
向き合い、人間性と創造性を高める学びを追求しました。

これから音楽を始める人も、音楽経験の浅い人も、一人ひとりの個性と経験と学ぶ意欲を尊重していきます。
音楽を始めることで、創造への道が開けます。私たちと音楽を始めましょう。

クラス概要

音楽総合コース内に「セルフデザインクラス」を新設しました。
音楽高校ならではの専門的な音楽に関する科目の他、建築家やデザイナー、実業家など様々な分野の専門家を招聘した特別授業も展開します。音楽に関する能力や知識がなくとも、
3 年間で音楽大学に進学できるレベルの基礎力を身に付けることができます。また、クラスに参加した生徒は全員デジタルデバイスを持ち、日常的にデジタルを駆使しながら、
創造性を養う高校生活を送ります。このクラスの特徴的な授業のうちのひとつに、作曲と DTM（デスクトップミュージック、コンピュータで音楽を創作すること）を学ぶものが
あります。皆様が、音楽の演奏だけでなく、音楽創作を学ぶことにより、次世代の活動に役立つ知見を深めます。多様な分野で活躍する著名人を招聘した授業では、音楽を超え
2030 年、2040 年と変革する社会を踏まえたこれからのクリエイター像を追求し、どのような時代でも自分らしく創造を深めることができる人材を育成します。

特徴的なカリキュラム・プログラムの一部

DTM 作曲講座
基本的な作曲技法を学ぶ他、コンピュータを使った音楽制作、絵コンテから作成する映像制作などを学び
ます。また、シンセサイザーの基本的な操作方法も学びます。第一線で活躍を続けている講師陣が授業を
担当します。

イノヴェーションリーダーシッププログラム
変革の社会において自分らしくしなやかに、柔軟に生きるために必要なマインドセットと実行力を養うた
めのプログラム。デザイン思考などを活用して課題解決や問いを立てる力を育てます。

音楽療法
音楽療法の基本的な情報を知ることや関連するワークの体験を通し、私たちを含むさまざまなコンディショ
ンの人々の well-being（よい在りかた）に向け、音楽をどのように用いるか考えていきます。

試験内容

❶一般学科試験（英語、国語または数学）
❷作文※1

❸面接
❹自己 PR※2

※1 作文については試験当日に指定されるテーマからひとつ選び原稿用紙 3 枚程度で
まとめてください。

※2 自己 PR は当日面接の際に行うか、前日までに動画または PDF で提出してくださ
い。内容については問いません。自らの得意なことや、やってみたいことなどを自分
なりの表現でアピールしてください。





声楽

ディーヴォ、ディーヴァへの飛翔。
ドイツ・イタリア・フランス・ロシア・日本の歌曲、オペラ・オラトリオと多彩なレパートリーをもった教授陣により、豊富な
経験を活かした高度なレッスンが行われています。発声法訓練の他、実際の作品を通して豊かな音楽性を身につけ、将来、日本
はもちろん、世界の音楽界、音楽教育界を担う優秀なアーティストを育成することを目標としています。在校生・卒業生のコン
クール等における活躍も目覚ましく、生徒同士がお互いに認め合い、切磋琢磨し合う環境を整えています。

声楽の生徒のために用意された種々の授業

声楽演習：モーツァルトの作品を題材に、オペラに必要なことを総合的に学びます。
合唱 A：混声合唱の授業です。日本語の楽曲を中心に学びます。
合唱 B：女声合唱の授業です。オペラ、ミュージカル等様々なジャンルを学びます。

主なコンクール実績

第 71回（2017）全日本学生音楽コンクール 声楽部門 全国大会 高校の部 第 3位
第 72回（2018）全日本学生音楽コンクール 声楽部門 全国大会 大学の部 第 1位・横浜市民賞
第 73回（2019）全日本学生音楽コンクール 声楽部門 全国大会 高校の部 第 1位

髙野 月南
大髙 レナ
老川 鈴唄

声楽　3 年　M.F. さん

皆さんがオペラと聞いて思い浮かぶ作品は何です
か？本校では声楽演習という授業で、モーツァルト
の『魔笛』『フィガロの結婚』を隔年で取り組み、年
度末にはオペラ発表会を行っています。生徒主体で
作られるこの発表会は、三学年合同で一つの作品を
創り上げ、三年生を中心に、台本も演出も全て生徒
が一から案を出して作っていきます。演者として舞
台に立つことは勿論ですが、裏方として舞台を支え
る楽しさや難しさも学べます。広い視野を持ち、様々
なことを吸収出来る機会が多々ある声楽演習は、声
楽科のみならず他専攻の方にもとても良い学びの場
となると思います。

講師陣はこちらをチェック





鍵盤楽器（ピアノ）

その先の、向こう側で。
全ての音楽家が基礎として学ぶピアノ。そのピアノを学ぶのはヴィルトーソ演奏家として華やかにステージで活躍することを目
指すのはもちろんですが、音楽そのものの本質を理解し、自身の感性を磨き上げることにほかなりません。ピアノ 1 台と 1 人
で様々なことを表現することができるピアノ独自の特性を活かすために、本校ではレッスンやアンサンブル授業、日々の練習や
学校生活を通して、多様性と洞察力を磨きます。

ピアノ
ピアノを学ぶ生徒に、演奏技術や音楽性を身につけてもらうことを目的としています。オーディションに合格すると、ピアノ
演奏家コースに転専攻することもできます。

ピアノ演奏家コース
ピアノをより深く追求し、研究する能力のある生徒のために設けられています。担当教員により各自に見合った課題が選ばれ、
バロックから現代曲まで学ぶことができるように考慮されています。

ピアノ演奏家コース特別特待奨学生
ピアノ演奏家コースの中でも、特に才能があり、卓越した音楽性、技術を有する生徒を対象にしています。

ピアノ・創作コース
ピアノ正科の生徒と同様にピアノのレッスンを受けながら、作曲の教師陣のもとで専門的に作曲を学ぶことができます。体系
的に音楽理論を学ぶことで本格的に楽譜を書く能力が養われます。

ピアノの生徒のために用意された種々の授業

ピアノアンサンブル：連弾や 2台ピアノを通して、2人で音楽表現を創り上げることについて学びます。
アナリーゼ：楽曲分析を通じて作品を客観的に理解し、演奏に生かすことを学びます。
伴奏法：歌と器楽の伴奏を通してアンサンブルの耳を養い、伴奏の役割を学びます。

ピアノ　2 年　Q.Y.

私の専攻はピアノです。コロナの関係で、私は中国
の遼寧省瀋陽市からオンラインでレッスンを受けて、
ピアノのたくさんの魅力を感じました。Google 

meetや動画を通して先生の丁寧なご指導を受けて、
レッスンはとても効率的です。選択科目や必修科目
もとても充実しています。オンラインなので、私は
ピアノアンサンブルを自分一人で弾きましたが、曲
を全体的に理解することができます。アナリーゼで
は、幅広く重要な知識をたくさん学ぶことができて、
実際の演奏に応用できます。私が学校に登校したら、
きっとピアノのもっと多くの魅力を感じると思いま
す！

講師陣はこちらをチェック





弦楽器（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）

続く残響、世界の果てまで。

200 年から 300 年前に楽器、演奏スタイルともに確立された弦楽器。その魅力は、ソロはもちろん室内楽からオーケストラに
いたるアンサンブルです。ひとつひとつの弦から奏でられる豊かな響きやあとに続く残響は、 時に観客を音楽で包み込む魅力を
放ちます。あなたの音楽性を通して、個性を創り出しましょう。 多くの楽器のひとつとして協調性を意識しながら、個性にも磨
きをかけ、音楽家としても人としても、多様性とコラボレーションできるよう、あなたの創造性を本校で磨き上げます。

弦楽器の生徒のために用意された種々の授業

オーケストラ：主に古典派からロマン派に至る作品を取り上げ、合奏の基礎を学びます。
弦楽器室内楽：主に弦楽四重奏を組み、グループ毎に指導を受け、アンサンブルの基礎を学びます。
ハープ・クラシックギター室内楽：大学の合奏授業に参加し、大学生と共に同属楽器によるアンサンブルを学びます。

主なコンクール実績

第 82回（2013）日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 第 2位
第 86回（2017）日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 第 2位
第 88回（2019）日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 第 2位・岩谷賞（聴衆賞）
第 18回（2020）東京音楽コンクール 弦楽器部門 第 1位・聴衆賞
第 90回（2021）日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 第 3位

辻   彩奈
外村 理紗
前田 妃奈
前田 妃奈
竹内 鴻史郎

ヴァイオリン　2 年　K.T. さん

高校の授業だけではなく、大学の先生方のレッスン
を受けることができます。大学の教授・講師の先生
方のレッスンでは、技術に関してはもちろん、作品
をどのように演奏するかということや音楽的なアプ
ローチについて深く追究することができます。高校
でのオーケストラや室内楽の授業では、ソロで弾く
ときとは違うアンサンブルの楽しさや難しさを学ぶ
ことができ、様々な演奏会に向けて、みんなで一つ
の音楽を作り上げていく喜びや達成感を享受するこ
とができます。また、高校で色々な専攻の友人と関
わり合う事であらゆる角度から刺激を受け、音楽に
関する捉え方が変わってきました。高校 3年間は、
音楽を学ぶ中で特に重要な時期だと言われています。
この高校は音楽をより深く学べる素晴らしい環境が
整っていると自信を持って言えます。

講師陣はこちらをチェック





管打楽器（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／
ホルン／トランペット／トロンボーン／ユーフォニアム／テューバ／打楽器）

流れ始めたブレス、鼓動で開く音楽の扉。

オーボエ　3 年　M.A. さん

管打楽器専攻の魅力は、どの楽器もトップレベルの 

先生方による質の高いレッスンを受けられるところ
です。そのような機会は自分の楽器のレッスンだけ
ではありません。オーケストラや吹奏楽、室内楽の 

授業では違う楽器の先生方、例えばホルンやトラン
ペットの先生にもご指導いただけるので、多方面か
ら音楽の知識を身につけることができます。そして 

なによりライバルでもある仲間の存在が自分のモチ
ベーションを高く維持してくれます。 

様々な音楽作品とともに音色や奏法、表現を発展させてきた管打楽器。その魅力はほかの楽器と共に創り上げる音楽です。
小編成のアンサンブルから、吹奏楽、オーケストラと様々な編成で多彩な魅力を発揮するために、自らの役割やハーモニーを
多角的に理解する洞察力と視野の広さ、そしてそれを細密に表現するための技術力を本校で身に付けます。

木管楽器：フルート／オーボエ／クラリネット／ファゴット／サクソフォーン
レッスンは、音楽的表現や各楽器のもつ特色を磨き、テクニックと共に、豊かな響きが得られることを目標に指導します。また、
オーケストラ・吹奏楽・室内楽を通して、他の楽器とのアンサンブルを体験し、それぞれの楽器の役割や合奏の基礎を学びます。

金管楽器：ホルン／トランペット／トロンボーン／ユーフォニアム／テューバ
レッスンは、エチュード、ソロ曲、オーケストラ・吹奏楽作品を学年、個人の能力に応じてきめ細かく指導します。曲の選定
も特定の時代に偏ることなく、様々な分野に対応できる実力を身につけることを目指しています。また、オーケストラ・吹奏楽・
室内楽を通して、他の楽器とのアンサンブルを体験し、それぞれの楽器の役割や合奏の基礎を学びます。

打楽器
複数の教員が専門実技を担当しており、生徒は各自の意思により教員を選択できます。レッスン内容は、一般的な打楽器（ティ
ンパニ／小太鼓など）と鍵盤打楽器（マリンバ）の双方が必修となっています。また、オーケストラ・吹奏楽・室内楽を通して、
他の楽器とのアンサンブルを体験し、それぞれの楽器の役割や合奏の基礎を学びます。

管打楽器の生徒のために用意された種々の授業

オーケストラ：主に古典派からロマン派に至る作品を取り上げ、合奏の基礎を学びます。
吹奏楽：自分の発信したい音楽を考え、合奏の中でそれを具現化することについて学びます。
管打楽器室内楽：大学の合奏授業に参加し、大学生と共に同属楽器によるアンサンブルを学びます。

講師陣はこちらをチェック





作曲

0 から 1 へ。

作曲　3 年　C.K. さん

東京音楽大学付属高校の作曲専攻は素晴らしい先生 

方に作曲を教えていただける機会に恵まれています。 
そして日常に音楽が溢れている音楽高校という環境 

で生活することによって、日々自分の音楽が磨かれ 

ていくことを実感できます。また、文化祭やコンサー
トを通じて自分が創った楽曲を他の 生徒に演奏して
もらう機会があり、作曲家になる上 でとても重要な
経験を積むことができます。作曲専 攻は作曲のみな
らず様々なことに挑戦できる場です。 

自らのもつ世界観をアーティストとして音楽でカタチにする作曲家。これまでの伝統を大切に継承しながら、これからの音楽の
あり方を見据えて作曲するために、知識はもちろん多角的な視野と創造性を必要とします。本校では充実した教員陣のもと、そ
れぞれの生徒のニーズに合わせて、古典から現代に至る作曲技法を総合的に学びます。そしてそれら芸術音楽をベースにしなが
ら、希望する生徒に対しては、劇音楽やゲーム音楽など多様なメディアに対応した創作のための指導ができる体制を整え、各自
が目標とする分野のレッスンを自由に受けることができます。

東京音楽大学への推薦制度を利用する場合には、作曲（芸術音楽コース）へ推薦されることになりますが、希望する場合には作
曲（ミュージック・メディアコース）への転専攻試験を受験することも可能です。また、第 3学年に進級する際にオーディショ
ンに合格することで、ミュージック・メディア準備コースに入ることができます。ミュージック・メディア準備コースでは、作
曲（ミュージック・メディアコース）への転専攻試験に向けたより専門的な学習の機会が用意されています。

作曲活動に役立つ種々の学習機会

吹奏楽：初心者でも履修することができます。各パート別に楽器の基本的な奏法から学びます。
オーケストラ：オーディションに合格することで、3年間合奏の中でコントラバスを学びます。
合唱：混声合唱、女声合唱の授業に分かれ自然な発声のための姿勢や呼吸法など学びます。
伴奏法：歌と器楽の伴奏を通してアンサンブルの耳を養い、伴奏の役割を学びます。

作曲の生徒のために用意された授業

アナリーゼ：楽曲分析を通じて作品を客観的に理解し、演奏に生かすことを学びます。

講師陣はこちらをチェック



音楽総合コース
文化の伝導師、集う。

リトミック

小論文

音色やニュアンスなどを
より細やかに深く感じ取り、
表現することを身につけます。

コンピュータと音楽
シンセサイザーの基本的な
操作方法を学びます。第一線で
活躍を続けている講師陣が
授業を担当します。

自己表現の形式を身につけながら、
探求意欲を養うことが目標です。

音楽療法
音楽療法の基本的な情報を知ることや
関連するワークの体験を通し、
私たちを含むさまざまなコンディションの
人々の well-being（よい在りかた）に向け、
音楽をどのように用いるか考えていきます。

ピアノ演習
ピアノを用いた合唱指導法を習得します。
またピアノの演奏表現、
演奏指導の在り方について
模擬授業・ロールプレイを通じて学びます。

音楽総合コース特別講座
音楽関連の仕事をされている

様々な分野の方をゲストに迎えての特別講座です。
また、ホール見学などを行い、コンサートを行う上での

舞台裏についても理解を深めます。

指 揮 法
指揮についての

基礎的なテクニックに
ついて学びます。

バラエティーに富んだ
ジャンルの学習

音楽総合コースってどんなコース？

どんな人が？
将来、音楽関連の仕事に進みたいと思っている人が・・・

どんな目的で？
音楽の基礎的な能力を身につけ、将来、様々な場面で
活躍できるように・・・

何を学ぶの？
音楽を幅広く総合的に学びます！

どんな特徴があるの？

音楽教育の現場で指導するためには広範囲の知識、経験が
必要となります。複数の実技を履修することによって、希
望する楽器の知識を得る機会を設けています。

様々な状況に対応できる能力を養うために、音楽総合コー
スでは他の専攻とは違う、下記の特徴があります。

2 つ以上の実技を学びます！

独自のカリキュラムがあります！！

多くの体験的学習を授業に取り入れています！！！

1

2

3



3年生　T.S.さん

　音楽総合コースは他の専攻よりも自由で自分の将来の仕
事にとって、有意義な授業を受けることができる専攻だと
私は思っています。例えば１年生の時に受けられる授業の
中に音楽総合コース特別講座というものがあります。この
授業は様々なジャンルの先生方が総合コースの生徒だけに
むけて講座を開いてくれるというものです。
　私が受けた中で印象的だったのはジャワ・ガムラン演習
というもので、ガムランというインドネシア等で使用され
ている打楽器について学んだり全員で演奏したりしました。
名前を聞いてもあまり自分には関係ないと思う授業があっ
たりするかもしれないですがそんな事は決してないです。
総合コースの授業は音楽に関係する職業に携わりたい人に
とって、新しい観点からもの事を見ることができる視野や
知識等を学べるものばかりです。私たちは日々授業を受け
るたび成長を実感しています。

音楽総合コース 在校生の声

3年生　K.T.さん

　私は教員の道を考え、この音楽総合コースを選びました。
　もちろん教員になるために必要なスキルを身につけたり
することもできますが、それ以上に他の科にはない幅広い
体験ができることが大きなメリットだと思います。一般の
教科よりも少ない人数で授業を受けることができるので、
先生方が時間をかけて丁寧に指導してくださり、また、自
らがどのようにしたら良いかを考え、それを形に出来るよ
うにサポートしてくださいます。ただ生徒として学ぶだけ
ではなく、自分で考え発信していくことは、音楽家として
だけでなく将来様々な分野に生かすことが出来ると思いま
す。総合コースでは実技を 2 つ取ることができ、自分に合
う道を探しながら自信を見つける糧になると思います。



ソルフェージュ
ソルフェージュは音楽家として自立するために必要な能力を養うための科目です。 基礎的な読譜力を養うだけでなく、楽曲の構造、形式などを楽譜から読み取る能力を
習得します。音楽作品をより深く理解し、自身の演奏においても作曲家の意図を把握してより表現力のある演奏家になることを目指して、本校ではソルフェージュ教育
に力を入れています。

聴音（1年次～ 3年次）

主に、「単旋律聴音」、「対位 2 声聴音」、「和声聴音」の 3 種類の課題を聞き取り、楽譜上に正しく書き表すこと
を学びます。旋律の動きに伴う和声や対旋律の変化を正しく認識し、楽譜に書き表すことや和声進行について学
びます。

新曲（2年次～ 3年次）

初めて見る楽譜から音楽を正確に読み取り表現することを学びます。
演奏家にとって必要な、楽譜から即座に音楽を読み取り、その音楽を演奏によって表現する力を育てます。
和声進行や曲の形式にも着目し、より深い音楽表現を目指します。

コールユーブンゲン／ア・カペラ

歌唱を通して基本的な音楽表現を学びます。

リトミック

楽典・他のソルフェージュ科目で学んだ知識を整理
し、「音として感じる」ことを目指します。

ソルフェージュの授業を視聴できます。



コードネーム（1年次）

メロディーに適切なコード（和音）を付けるための理論を
学び、弾き歌いを実施します。コードネームの知識と即興
的な演奏技術を身に着けます。ポップスやジャズなど、ク
ラシック以外の音楽にも役立てることができます。

和声（1年次～ 2年次）

調性音楽を基にした機能和声を学びます。四声体に集約さ
れた和声を学ぶことにより、音楽の仕組みや規則を知るこ
とができ、音楽を理解することができるようになります。
また演奏する楽曲の和声分析を行うことにより、より楽曲
を把握した演奏することができます。

音楽理論（3年次）
作曲・編曲・オーケストレーション・
ジャズ・音楽劇など

生徒それぞれが希望した分野の授業を履修します。1・2 年
次の授業で得た知識を活かして、 より実践的な内容に取り組
みます。自分が音楽家としてどのように活躍していきたい
かを考えると共に、そのために将来役立つ知識と技術を身
に付けることができます。



志を共にする同年代の音楽家たちが交流を深める毎日。
それぞれの目標に向かい充実した学校生活を過ごせます。
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HR(月曜ー金曜 )

1限スタート 8:40

2限スタート

11:35お昼休み
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14:30専攻別授業
実技レッスン



2022 年度受験講習会　受験生には講習会を受講することをお勧めします（クラス分け試験など、実践的な経験ができます）。

音楽高校受験のためには準備が大切

講習会・学校説明会

【日　　程】〇夏期受験講習会：2022年８月 1日（月）～ 4日（木）　　〇冬期受験講習会：2022年 12月 24日（土）～ 27日（火）
【対　　象】〇中学 1年生～ 3年生
【受講科目】〇専攻実技のレッスン２回（声楽・作曲志望者には副科ピアノのレッスン 1回）〇楽典　〇聴音　〇コールユーブンゲン　〇英語　〇国語　〇数学　（※一般教科は中学 3年生のみ）
【要項発表】〇夏期受験講習会：2022年 5月以降　　〇冬期受験講習会：2022年 10月以降　　※詳細はWebサイトで発表いたします

2022 年度無料体験会　初心者大歓迎（音楽高校の勉強を体験できます）

【日　　程】〇春期無料体験会：2022年 5月 7日（土）　　〇秋期無料体験会：2022年 9月 24日（土）
【対　　象】〇小学 5年生～中学 3年生【受講科目】〇楽典　〇聴音【個別相談】〇保護者対象に個別相談をいたします
【要項発表】〇春期無料体験会：2022年 4月以降　　〇秋期無料体験会：2022年 9月以降　　※詳細はWebサイトで発表いたします

2022 年度音楽基礎教育コース　聴音・楽典を勉強したいけれど、勉強方法がわからない・・・！　指導者が見つからない・・・！　そんな受験生のための講座です。

【日　　程】〇春期音楽基礎教育コース：2022年 4月 16日（土）～ 7月 2日（土）　計 12回　　　〇秋期音楽基礎教育コース：2022年 9月 17日（土）～ 12月 17日（土）　計 12回
【対　　象】〇中学 1年生～中学 3年生【受講科目】〇楽典　〇聴音
【要項発表】〇春期音楽基礎教育コース：2022年 3月以降　　　〇秋期音楽基礎教育コース：2022年 8月以降　　※詳細はWebサイトで発表いたします

2022 年度進学相談会

〇5月 7日（土）春期無料体験会　　〇6月 4日（土）文京区にゆかりのある私立中高連合進学相談会　　
〇8月 1日（月）夏期受験講習会初日　　〇8月 20日（土）・21日（日）東京都私学展　　〇9月 24日（土）秋期無料体験会　　〇10月 16日（日）オンライン東京私立中高説明会相談会　　
〇12月 24日（土）冬期受験講習会初日
　
学校見学・個別相談　　学校のことを聞きたい！学校を見学したい方へ！ TCMHS では随時学校見学を受け付けています！！

随時学校見学・個別相談を行っています。予約制となりますので、希望者は TCMHSに電話かメールにてお問合せください。
Zoomでの相談も可能です。（TEL.  03-3988-6214　Web  https://www.tcm-koko.ed.jp/）

TCMHS は、受験生の勉強の手助けをしています。
中学校の授業では学ぶことができない、音楽の専門知識を身につけることができます。
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東京音楽大学への内部推薦制度

東京音楽大学付属高等学校では、東京音楽大学へ内部推薦により進学ができます。

システム（※2022 年度参考）
①高校で所属していた同専攻・同楽器　　　
②高校 3 年間で基準以上の評定平均値を修める　　
③高校 3 年生の春学期実技試験成績（7 月に実施）
　※上記② ③の成績を東京音楽大学内で審査し合否を判定します。
　※「音楽総合コース」は「東京音楽大学音楽文化教育専攻」へ推薦。
　※実技試験を別途受験することにより他専攻・楽器への転専攻も可能。

本校へ進学するメリット

・内部推薦制度で大学へ
・受験勉強の時間を他の学びに使える
・現役での大学進学の可能性が高い

意外とかかる受験準備
聴音、コールユーブンゲン、レッスン代、楽典 ...

など、受験には様々な費用がかかり、
最終的に公立校と本校では、経済的差が少ない。

大学進学も安心

過去 3 年間の進学実績

東京音楽大学

他音楽大学・他大学

専門学校

留学・留学準備

就職

受験準備・未定

2019

73.1%

2020 2021

7.7%

1.3%

12.8%

0.0%

2.6%

直近の海外進学先

〇モスクワ音楽院　
〇Yong Siew Toh Conservatory of Music　
〇ローザンヌ高等音楽院　〇リヨン国立高等音楽院　
〇リュエイユマルメゾン地方音楽院　
〇上海音楽学院　〇ヘルシンキ芸術大学　
〇クイーンエリザベスミュージックチャペル

過去 3 年間の他大学進学先

東京芸術大学
日本大学
昭和音楽大学
聖徳大学
慶應義塾大学
明治学院大学
大阪芸術大学
大分県立芸術文化短期大学

洗足学園音楽大学
愛知県立芸術大学
大阪教育大学
国立音楽大学
上智大学
共立女子大学
創価大学

高大 7 年間の音楽一貫教育による音楽家の育成

以上内部推薦で東京音楽大学へ　
卒業後の進路 90%第一希望合格率 80.7% 83.7%

10.8% 10.4%

2.4% 0.0%

3.6% 2.3%

0.0%0.0%

2.4% 3.5%



2023 年度一般入学試験

入試・学校説明会・学費・進学

日程：2023年 2月 10日（金）・11日（土・祝）試験、12日（日）発表
募集定員：第 1学年 60名、第 2学年編入若干名
募集専攻：声楽／ピアノ／ピアノ・創作コース／
　　　　　ピアノ演奏家コース／弦楽器／管打楽器／作曲／音楽総合コース
試験科目：英語／国語または数学／楽典／聴音／
                 コールユーブンゲン／専攻実技／面接（保護者・受験生）

2023 年度推薦入学試験

日程：2023年 1月 22日（日）試験、23日（月）発表
募集定員：第 1学年 10名
募集専攻：ピアノ演奏家コース特別特待奨学生／ピアノ演奏家コース／
                  弦楽器／管打楽器／作曲
試験科目：専攻実技・面接（保護者・受験生）

海外帰国子女特別入学試験・外国人特別入学試験

帰国子女のための「海外帰国子女特別入学試験」と外国籍の方のための「外国人
特別入学試験」を行います。詳細は 7 月初旬に Web サイトで発表いたします。

出願及び発表、その他

・一般入学試験・推薦入学試験とも、Web 出願、
   Web 発表になります（本校 Web サイトに要項及び結果を掲載）。
・「入学試験要項」は 2022 年 10 月に発表されます。　

奨学金制度

【給付】
東京音楽大学付属高等学校では、学業成績が優秀な生徒への褒賞として下記の奨学金制度が
設けられています。毎年、成績により本学より選出されます。
〇給費入学奨学金（新入生対象）　　〇特待生奨学金（2・3 年生対象）
【貸与】
東京音楽大学付属高等学校では、各種の奨学金の案内・手続きを支援します。

入学後の諸経費　※2022 年度参考

〇学費：885,000 円（※入学時分納 614,000 円） 　【内訳：入学金 120,000 円、授業料（年額）542,000 円、その他諸経費 223,000 円】 
〇制服：男子）64,000 円～　女子）81,000 円～ （制服は全て学校指定になります）
〇体操着：31,600 円～（※男女同デザインで学校指定になります）
〇給食費：50,000 円～ 55,000 円 (※本校では、給食制度により全校生徒に昼食を提供いたします。)

〇補助教材費：40,000 円～ 70,000 円
〇校外学習費：74,000 円（高校 2 年次必修）

※音楽総合コースについては国語・数学、両方の受験が必要となります。
※音楽総合コース（セルフデザインクラス）については別紙をご覧ください。
※実用英語技能検定準 2級以上の資格を有する者は「英語」の試験を免除します。
※各専攻の課題曲については、2022 年 6 月に発表される
   「2023 年度入学試験科目と課題曲」をご覧ください。



東京音楽大学　池袋キャンパス
Tokyo College of Music Ikebukuro Campus



東京音楽大学　中目黒・代官山キャンパス
Tokyo College of Music Nakameguro Daikanyama Campus



池袋
Ikebukuro Sta.

新宿
Shinjuku Sta.

渋谷
Shibuya Sta.

雑司が谷
Zoshigaya Sta.

新宿三丁目

明治神宮前

日暮里

秋葉原

東京

品川

武蔵小杉

自由が丘

代官山
Daikanyama Sta.

中目黒
Nakameguro Sta.

横浜

川崎

所沢

川越

大宮

橋本

町田

二子玉川

池袋キャンパス
付属高等学校

TCM Ikebukuro Campus

High School

中目黒・代官山
キャンパス

TCM Nakameguro Daikanyama 

Campus

立川八王子

至 西船橋・千葉方面

至 松戸・柏



Ikebukuro Sta.

池
袋
駅

目
白
駅

東池袋駅

A館
B館

付属高等学校
TCM High School

東京音楽大学
池袋キャンパス
Tokyo College of Music 

Ikebukuro Campus

カワイジュンク堂書店
池袋本店

交番

案内（看板）★

目白警察署

雑司が谷駅
Zoshigaya Sta.

歩道橋

ヤマハ

パルコ

東京芸術劇場

西口公園

東口

J館

JR

私鉄
地下鉄

／「池袋駅」東口または「目白駅」より徒歩 15分
／西武池袋線・東武東上線「池袋駅」より徒歩 15分
／丸ノ内線・有楽町線「池袋駅」より徒歩 15分
　副都心線「雑司が谷駅」より徒歩 5分

TCM学生寮


