
桐朋学園大学音楽学部附属
「子供のための音楽教室」長野教室

生徒募集案内

◇ 募集要項
コ－ス 対象学年 募集人数

小３～高３
(高卒可)

年長～小２ 若干名
年少・年中 10名

◇ 出願に必要な書類
・ 入室願書

・ 入室希望生調査書

・ 合格通知用封筒 (保護者の住所・氏名を明記ください。)

◇ 入室試験内容
● 本科Ａ（実技・ソルフェ－ジュ受講希望者）

・ 専攻実技  ※ P4「入室試験実技課題曲」をご覧ください。

・ ソルフェ－ジュ 適正に関する筆記、又は問答による聴音テスト、
新曲視唱、リズムたたきなど。
 ※ P6「ソルフェ－ジュ授業内容」をご覧ください。

・ 面接

● 本科Ｂ（ソルフェ－ジュのみ受講希望者）

・ ソルフェ－ジュ 適正に関する筆記、又は問答による聴音テスト、
新曲視唱、リズムたたきなど。
 ※ P6「ソルフェ－ジュ授業内容」をご覧ください。

・ 専攻実技 専攻楽器による自由曲の演奏
 ※ 演奏時間が長い場合は、カットさせていただくことがあります。

・ 面接

● 初期コ－ス

・ 年少～年長児 適正検査・面接
専攻楽器による自由曲の演奏
 ※ 楽器のレッスンを開始している方のみ。

・ 小１～小３ 簡単な視唱やリズムたたき等・面接
専攻楽器による自由曲の演奏

・ 実技受講希望者 楽器のレッスンを開始している方で、実技レッスン
受講希望者は、入室試験を受けて頂きます。
 ※ P4「入室試験実技課題曲」をご覧ください。

初期

合格通知

郵送

入室試験日

本科 若干名
郵便又は電話で

お知らせいたします。



桐朋学園大学音楽学部附属
「子供のための音楽教室」長野教室

教室概要

◇ 授業・レッスン日及び時間帯
＜ 専攻実技レッスン＞

曜日 レッスン時間帯 場所
日 AM 9:30～PM 6:00
月 PM 3:30～PM 7:00

※ 上記の時間帯・場所以外で行う場合もあります。
   レッスンの時間帯は担当講師との打合せにより決定します。

＜ 本科ソルフェ-ジュ授業＞
曜日
日
月 　PM4:30～6:00        PM4:50～6:30

※ 時間帯は変更する場合もあります。

＜ 初期コ－ス＞
曜日 レッスン時間 場所

日曜午前 ４５分～９０分
月曜午後 ４５分～９０分

◇ 授業料
＜ ソルフェ－ジュ授業料＞

下記年額を月割にて納入していただきます。（レッスン回数　年間40回程度）（税込）

年少・年中 ４５分授業 年額 105,600円 (月額  8,800円)
年長 ６０分授業 年額 132,000円 (月額 11,000円)

小１～小２ ９０分授業 年額 158,400円 (月額 13,200円)
小３～小４ 年額 171,600円 (月額 14,300円)
小５～小６ １００分授業 年額 184,800円 (月額 15,400円)
中・高校生 １００分授業 年額 211,200円 (月額 17,600円)
受験クラス １２０分授業 年額 250,800円 (月額 20,900円)

＜ 専攻実技レッスン受講料＞ （税込）

30分・年40回程度 45分・年40回程度 60分･年40回程度 60分・年20回程度

年少～年長  月額 8,800円 月額13,200円
小1～小2 月額11,000円 月額16,500円 月額19,800円 月額11,000円
小3～小4 月額13,200円 月額19,800円 月額24,200円 月額13,200円
小5～小6 月額14,300円 月額20,900円 月額26,400円 月額14,300円
中学以上 月額22,000円 月額27,500円 月額15,400円

(ご兄弟・ご姉妹が在籍される場合は、授業料割引制度があります。）

◇ 環境整備費 （税込）

在室生徒全員 年額  13,200円 (月額  1,100円)

◇ 入室料 （税込）

年少・年中・年長 11,000円
小学生以上 22,000円

◇ 入室検定料 （税込）

面接のみ(年少～年長）
ソルフェージュ又は実技試験

長野センタ－

長野センタ－

第１時限　　　　 第２時限　　　　  第３時限　
　AM10:20～11:50　　　PM1:20～3:00　　　 PM3:10～4:50

９０分授業

ソルフェージュ及び実技試験                  11,000円

                  3,300円
                  5,500円

－２－



◇ 指導スタッフ

■ 室長 景山　誠治 桐朋学園大学教授

■ ピアノ科主任 玉置　善己 桐朋学園大学教授

■ ヴァイオリン科主任 景山　誠治 桐朋学園大学教授

■ ソルフェ－ジュ主任 斎木　　隆 桐朋学園大学教授
・ピアノ科特別講師

■ ピアノ実技講師 堤　　郷子
山田えり子
小山　香織
児玉　淳子
青木かおり
深沢　雅美
神林　杏子
小宮山　愛

■ ヴァイオリン実技講師 細川奈津子

■ ソルフェ－ジュ・初期コース講師 山田えり子
児玉　淳子
青木かおり
深沢　雅美
神林　杏子
小宮山　愛

－３－



　以下は、ソルフェージュクラス・実技クラスの両方を受験する方の、実技試験課題です。
ソルフェージュクラスのみを受験する方は、専攻楽器による自由曲1曲をご用意ください。
原則として暗譜で演奏のこと。
時間等の都合により、演奏の途中でカットさせて頂く場合もございますがご了承ください。

【小学４年生まで】

　　○自由曲1曲

【小学5年生・小学6年生】

　　① ツェルニー「30番練習曲」「40番練習曲」または、同程度の練習曲より任意の1曲。
　　② J.S.バッハ「インベンション(2声)」「シンフォニア(3声)」より任意の1曲。
　　③ 自由曲

　　　上記①～③より２項目以上を選択

【中学1年生～中学3年生】

　　① ツェルニー「30番練習曲」「40番練習曲」「50番練習曲」
　　　 クラマー＝ビューロー「60の練習曲」
　　　 クレメンティ「グラドゥス・アド・パルナッスム」
　　　 モシュコフスキー「15の練習曲　Op.72」
　　　 　※上記のいずれかより、任意の1曲。
　　② J.S.バッハ「インベンション(2声)」「シンフォニア(3声)」より任意の1曲。
　　　 または、「平均律クラヴィーア曲集」より任意のフーガを1曲。
　　③ 自由曲（5分程度）

　　　上記①～③より２項目以上を選択

【高校1年生～高校3年生】

　　① ツェルニー「40番練習曲」「50番練習曲」
　　　 クラマー＝ビューロー「60の練習曲」
　　 　クレメンティ「グラドゥス・アド・パルナッスム」
　　 　モシュコフスキー「15の練習曲　Op.72」
　　 　ショパン「練習曲 Op.10・Op.25」
　　　 　※上記のいずれかより、任意の1曲。または、同程度の練習曲より任意の1曲
　　② J.S.バッハ「シンフォニア(3声)」より任意の1曲。
　　　 または、「平均律クラヴィーア曲集」より任意のフーガを1曲。
　　③ 自由曲（８分以内）

　　　上記①～③より２項目以上を選択

「子供のための音楽教室」長野教室
桐朋学園大学音楽学部附属

入室試験実技課題曲

ピアノ専攻

- ４-



※以下の課題曲を全曲暗譜で演奏。

【小学６年生まで】

　○自由曲１曲。　（５分以内）

【中学１年生～中学３年生】

　○次の２曲を演奏。

　　　・「クロイツェル」または「ローデ」の練習曲より任意の１曲。

　　　・自由曲　（７分程度）

【高校１年生～高校３年生】

　○次の２曲を演奏。

　　　・「ローデ」・パガニーニ「カプリス」または　同程度の練習曲より任意の１曲。

　　　・自由曲　（７分程度）

ヒオキ楽器

ヴァイオリン専攻

　実技課題曲に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
　後日、担当講師より折り返しご連絡させて頂きます。

℡０２６－２２７－９７７０

- ５ -



- ６ -



- ７ -



   入室に関するお問合せは､下記までご連絡下さい｡

桐朋音教事務局   TEL 026-227-9770

ヒオキ楽器　長野センター
長野市南石堂町１２８２－１２


