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●江古田キャンパスアクセス

〒176-8521　東京都練馬区羽沢1-13-1
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大学受験講習会 ＊申込内容により時間割は異なります。

武蔵野音楽大学
武蔵野音楽大学附属高等学校

春期受験講習会要項
2022年

武蔵野音楽大学 江古田キャンパス

ウェブサイトから
お申し込みください。

2022年1月24日（月）～3月14日（月）

会　場

対　象

申込期間

申込方法

西武
有楽町

線

江古田駅江古田駅

新桜
台駅

環七
通り
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練馬

西武池袋線

小竹向原駅
小竹向原駅

要町通り

   東京メトロ有楽町線/副都心線

◀飯能

◀和光市

池袋▶

池袋▶

小竹小学校

２番出口４番出口
スーパー

新聞屋

そば屋
正面玄関

浅間神社

小竹
図書館
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武蔵野音楽大学
江古田キャンパス

江古田斎場

武蔵野音楽大学
むらさき寮

江古田斎場

春期受験講習会スケジュール

日　程

西武池袋線「江古田」駅北口から徒歩4分
西武有楽町線「新桜台」駅4番出口から徒歩4分
東京メトロ有楽町線/副都心線「小竹向原」駅
2番出口から徒歩9分
※ご来校の際は公共の交通機関をご利用ください。

アクセス

附属高等学校受験講習会

目的
音楽大学および音楽高校志望者に音楽の正しい学習法を
指導・助言し、受験に備えることを目的とします。

・時間割表は受講初日に「受付」でお渡しします。
・＊印のついている企画には保護者の方もご参加いただけます。

2022年3月26日（土）～3月27日（日）高校

2022年3月25日（金）～3月27日（日）大学

大学

高校 中学1・2年生大学 中学3年生以上

●お問い合わせ

入学センター 03-3992-2500
nyugaku-c@musashino-music.ac.jp

2日目 3日目1日目

受付

受講ガイダンス

レッスン、楽典、
課題小論文

昼休み

レッスン、楽典、
課題小論文

レッスン、楽典、
課題小論文

昼休み

レッスン、楽典、
課題小論文

専攻別説明会

レッスン

レッスン、楽典、
課題小論文

昼休み

レッスン、楽典、
課題小論文

・時間割表は受講初日に「受付」でお渡しします。
・受講ガイダンスと専攻別説明会は全員ご参加ください。

高校

公開
レッスン



申込方法開講科目・受講料

学びたいものを選択して受講できます。
申し込み方法 講習会期間中、受講者（女子のみ）は、キャンパスから徒歩３分の女子学生寮「むらさき寮」を利用することができます。入寮日

は原則として受講開始日の前日となります。

新型コロナ感染予防対策について
入構前の検温を実施し、３７.５℃以上の場合は入構を
お断りすることがあります。
教職員はマスク着用と手洗いうがいを徹底しています。
各所に消毒液を設置し、レッスン室には飛沫防止パネル
を設置しています。

受講キャンセルについて
受講を取り消す場合は、受講開始の前日までに入学セ
ンターまで連絡をしてください。なお、当日の遅刻や欠
席の場合も必ず電話で連絡をしてください。
一旦納入された受講料は原則として返還しませんので、
予めご了承ください。

留意事項
受講に際して特別な配慮を必要とする方は、お申し込み
前に入学センターまでご連絡をお願いいたします。

練習室・練習楽器について
講習会期間中、受講者は大学の練習室・練習楽器を１日３時間まで無料で
使用することができます。（要申込）

申し込み方法について
入寮を希望する方は申し込みフォームの入寮希望
欄で「希望する」を選択してください。また、「受講中
の連絡先」はむらさき寮としてください。

入寮について

申し込み期間

1月24日（月）～3月14日（月）

学寮の宿泊について

施設等の利用案内

その他の実施企画

施設の使用方法や特別企画など受講にあ
たっての留意点を説明します。

受講ガイダンス

各入学者選抜の特徴や課題な
どについてわかりやすく説明し
ます。

入学者選抜説明会

コース・専攻別に分かれて、学びの特長や試験
科目について説明します。

専攻別説明会

キャンパスツアーや図書館ツ
アー、ホールツアーを３日間開催し
ます。空き時間にご参加ください。

ガイドツアー
奨学金制度や卒業後の進路な
ど、皆さまのご質問に一つひと
つ丁寧にお答えします。

個別相談

申し込みの流れ

大学受験講習会

申し込みに関する問い合わせ先

高校 2泊3日 朝食2回、夕食2回 12,000円
大学 3泊4日 朝食3回、夕食3回 18,000円

講習会区分 宿泊日数   食事（入寮日の夕食～最終日の朝食）   宿泊料（食費含）

図書館開館
キャンパス
レストラン
営業

YAMAHA
営業

申込受付 管理課窓口（S棟１階）

受付時間 ８：３０～１６：３０ ※初日はガイダンス終了後から受付します。

利用時間 ８：３０～２０：００

開講科目

50分レッスン※1

20分レッスン※1

課題小論文

楽典［基礎・応用］※2

対面
期間中50分の
個人レッスンを2回

オンライン受講料内容

13,000円 ○ ○
期間中20分の
個人レッスンを2回 4,000円 ○ ×

1日50分の授業を
3日間 5,000円 ○ ×

期間中50分の
授業を2回 6,000円 ○ ×

※１　50分レッスンと20分レッスンは、同じ専攻（楽器）を受講することはできません。
※2　申し込み時に［基礎］か［応用］を選択してください。
レッスン実施専攻
ピアノ・パイプオルガン･声楽･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・トロンボーン・ユーフォニアム・テューバ･
マリンバ・打楽器･ティンパニ・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ハープ・作曲

[基礎] 楽典の勉強をしたことがない方、まだ勉
　　　強をはじめたばかりの方向け。
[応用]受験に向けてさらに力をつけたい方向け。

本学教員による丁寧で充実したレッスン。受験
に向けて力をつけることができます。
副科ピアノ試験や音楽総合学科の実技試験の
対策におすすめです。

音楽総合学科の各コースの課題小論文対策に。

開講科目は全て受講できます。

23,000円

附属高等学校受験講習会

その他の実施企画

「音楽科」の附属高校ではどんな勉強をす
るのか紹介します。また、音楽高校進学を
含めた皆様の音楽の夢を応援します。

附属高等学校紹介・進学アドバイス
本校生徒によるフレッシュな演奏を
お楽しみください。

在校生による演奏会

80分の授業を
2回実施

50分の授業を
2回実施

開講科目 受講料
主専攻レッスン

コールユーブンゲン

本校教員による丁寧で充実した５０分の個人レッスンを２回実施

「全訳：コールユーブンゲン第１巻」を使用　※出版社は問いません

ピアノ専攻以外の受講生には希望により２０分の個人レッスンを２回実施
〈初級クラス〉 初めて聴音を学ぶ人を対象
〈基礎クラス〉 初級レベルの問題を中心とした演習を実施
〈発展クラス〉 中級レベルの問題を中心とした演習を実施

副専攻ピアノレッスン※1

聴音［初級・基礎・発展］※2

※１　申し込みフォームの20分レッスン（副科ピアノ）の項目で「ピアノ」を選択してください。
※２　開講式の時に希望を取ります。状況により自由にクラスを変更できます。
レッスン実施専攻
ピアノ・パイプオルガン･声楽･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・トロンボーン・ユーフォニアム・テューバ･マリンバ・打楽器･ティンパニ・ヴァイオリン・
ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ハープ・作曲

寮生活の詳細・当日連絡先（むらさき寮）　　　０３-３９５８-２４０６

受験講習会宿泊係（学生課内）　　　　　　  ０３-３９９２-１１２９

1詳細は受付手続き完了後にメールで送る「入寮通知」でご確認
ください。
2原則として１室２名での利用となります。
3男性は利用できません。
4入寮日の受付は15時から17時です。受付時間内に入寮できない
場合には事前にむらさき寮まで連絡してください。
5宿泊を取り消す場合は、入寮日の3日前までに受験講習会宿泊係
まで連絡してください。一旦納入された宿泊料は原則として返還
しませんので、予めご了承ください。
6お問い合わせ先

①ドメイン「@contact.grapecity.com」、
　「@sbpayment.jp」、「@musashino-music.ac.jp」
　からのメールを受信できるように設定

①ドメイン「@musashino-music.ac.jp」からの
　メールを受信できるように設定

②本学ウェブサイトにアクセス
②ウェブサイト申し込みフォームに入力

③入力内容を確認し送信

④自動返信メールを受信
※受信できない場合は入学センターへ連絡

⑤自動返信メール内の「振込先情報」を確認・保存

⑥申し込みから3日以内に指定口座に振り込み

④ 〈初めての方はこちら〉をクリック 

⑤受講者基本情報を登録

⑥Web登録サイトにログオン

⑦受験講習会アイコンをクリック

⑧［新規申込手続き］をクリック

⑨受講希望情報の入力と申込

⑩受講料の納入

大学受験講習会 高校受験講習会

０３-３９９２-２５００
nyugaku-c@musashino-music.ac.jp入学センター

※１日３時間以上利用する場合、オルガン・ハープは1時間1,000円、グランドピアノ・
打楽器等は1時間600円です。

　（アップライトピアノ設置の練習室・楽器なしの練習室は3時間以降も無料です）

ウェブサイトからお申し込みください。　
受講料等の支払は大学の場合、クレジットカード、コンビニ、ペイジーから
選択できます。
高校はゆうちょ銀行の振り込みとなります。また、入寮を希望される方は
申込完了後に別途支払い方法に関するメールをお送りします。

※お支払方法は、クレジットカード、
　コンビニ、ペイジーから選択できます。

受付手続き完了 当日に関する連絡事項を後日、メールでお知らせします。

③「大学申し込みフォーム」をクリック
初めてご利用される方 2回目以降ご利用される方

高校大学
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楽典［基礎・応用］※2

対面
期間中50分の
個人レッスンを2回

オンライン受講料内容

13,000円 ○ ○
期間中20分の
個人レッスンを2回 4,000円 ○ ×

1日50分の授業を
3日間 5,000円 ○ ×

期間中50分の
授業を2回 6,000円 ○ ×

※１　50分レッスンと20分レッスンは、同じ専攻（楽器）を受講することはできません。
※2　申し込み時に［基礎］か［応用］を選択してください。
レッスン実施専攻
ピアノ・パイプオルガン･声楽･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・トロンボーン・ユーフォニアム・テューバ･
マリンバ・打楽器･ティンパニ・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ハープ・作曲

[基礎] 楽典の勉強をしたことがない方、まだ勉
　　　強をはじめたばかりの方向け。
[応用]受験に向けてさらに力をつけたい方向け。

本学教員による丁寧で充実したレッスン。受験
に向けて力をつけることができます。
副科ピアノ試験や音楽総合学科の実技試験の
対策におすすめです。

音楽総合学科の各コースの課題小論文対策に。

開講科目は全て受講できます。

23,000円

附属高等学校受験講習会

その他の実施企画

「音楽科」の附属高校ではどんな勉強をす
るのか紹介します。また、音楽高校進学を
含めた皆様の音楽の夢を応援します。

附属高等学校紹介・進学アドバイス
本校生徒によるフレッシュな演奏を
お楽しみください。

在校生による演奏会

80分の授業を
2回実施

50分の授業を
2回実施

開講科目 受講料
主専攻レッスン

コールユーブンゲン

本校教員による丁寧で充実した５０分の個人レッスンを２回実施

「全訳：コールユーブンゲン第１巻」を使用　※出版社は問いません

ピアノ専攻以外の受講生には希望により２０分の個人レッスンを２回実施
〈初級クラス〉 初めて聴音を学ぶ人を対象
〈基礎クラス〉 初級レベルの問題を中心とした演習を実施
〈発展クラス〉 中級レベルの問題を中心とした演習を実施

副専攻ピアノレッスン※1

聴音［初級・基礎・発展］※2

※１　申し込みフォームの20分レッスン（副科ピアノ）の項目で「ピアノ」を選択してください。
※２　開講式の時に希望を取ります。状況により自由にクラスを変更できます。
レッスン実施専攻
ピアノ・パイプオルガン･声楽･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・トロンボーン・ユーフォニアム・テューバ･マリンバ・打楽器･ティンパニ・ヴァイオリン・
ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ハープ・作曲

寮生活の詳細・当日連絡先（むらさき寮）　　　０３-３９５８-２４０６

受験講習会宿泊係（学生課内）　　　　　　  ０３-３９９２-１１２９

1詳細は受付手続き完了後にメールで送る「入寮通知」でご確認
ください。
2原則として１室２名での利用となります。
3男性は利用できません。
4入寮日の受付は15時から17時です。受付時間内に入寮できない
場合には事前にむらさき寮まで連絡してください。
5宿泊を取り消す場合は、入寮日の3日前までに受験講習会宿泊係
まで連絡してください。一旦納入された宿泊料は原則として返還
しませんので、予めご了承ください。
6お問い合わせ先

①ドメイン「@contact.grapecity.com」、
　「@sbpayment.jp」、「@musashino-music.ac.jp」
　からのメールを受信できるように設定

①ドメイン「@musashino-music.ac.jp」からの
　メールを受信できるように設定

②本学ウェブサイトにアクセス
②ウェブサイト申し込みフォームに入力

③入力内容を確認し送信

④自動返信メールを受信
※受信できない場合は入学センターへ連絡

⑤自動返信メール内の「振込先情報」を確認・保存

⑥申し込みから3日以内に指定口座に振り込み

④ 〈初めての方はこちら〉をクリック 

⑤受講者基本情報を登録

⑥Web登録サイトにログオン

⑦受験講習会アイコンをクリック

⑧［新規申込手続き］をクリック

⑨受講希望情報の入力と申込

⑩受講料の納入

大学受験講習会 高校受験講習会

０３-３９９２-２５００
nyugaku-c@musashino-music.ac.jp入学センター

※１日３時間以上利用する場合、オルガン・ハープは1時間1,000円、グランドピアノ・
打楽器等は1時間600円です。

　（アップライトピアノ設置の練習室・楽器なしの練習室は3時間以降も無料です）

ウェブサイトからお申し込みください。　
受講料等の支払は大学の場合、クレジットカード、コンビニ、ペイジーから
選択できます。
高校はゆうちょ銀行の振り込みとなります。また、入寮を希望される方は
申込完了後に別途支払い方法に関するメールをお送りします。

※お支払方法は、クレジットカード、
　コンビニ、ペイジーから選択できます。

受付手続き完了 当日に関する連絡事項を後日、メールでお知らせします。

③「大学申し込みフォーム」をクリック
初めてご利用される方 2回目以降ご利用される方

高校大学



申込方法開講科目・受講料

学びたいものを選択して受講できます。
申し込み方法 講習会期間中、受講者（女子のみ）は、キャンパスから徒歩３分の女子学生寮「むらさき寮」を利用することができます。入寮日

は原則として受講開始日の前日となります。

新型コロナ感染予防対策について
入構前の検温を実施し、３７.５℃以上の場合は入構を
お断りすることがあります。
教職員はマスク着用と手洗いうがいを徹底しています。
各所に消毒液を設置し、レッスン室には飛沫防止パネル
を設置しています。

受講キャンセルについて
受講を取り消す場合は、受講開始の前日までに入学セ
ンターまで連絡をしてください。なお、当日の遅刻や欠
席の場合も必ず電話で連絡をしてください。
一旦納入された受講料は原則として返還しませんので、
予めご了承ください。

留意事項
受講に際して特別な配慮を必要とする方は、お申し込み
前に入学センターまでご連絡をお願いいたします。

練習室・練習楽器について
講習会期間中、受講者は大学の練習室・練習楽器を１日３時間まで無料で
使用することができます。（要申込）

申し込み方法について
入寮を希望する方は申し込みフォームの入寮希望
欄で「希望する」を選択してください。また、「受講中
の連絡先」はむらさき寮としてください。

入寮について

申し込み期間

1月24日（月）～3月14日（月）

学寮の宿泊について

施設等の利用案内

その他の実施企画

施設の使用方法や特別企画など受講にあ
たっての留意点を説明します。

受講ガイダンス

各入学者選抜の特徴や課題な
どについてわかりやすく説明し
ます。

入学者選抜説明会

コース・専攻別に分かれて、学びの特長や試験
科目について説明します。

専攻別説明会

キャンパスツアーや図書館ツ
アー、ホールツアーを３日間開催し
ます。空き時間にご参加ください。

ガイドツアー
奨学金制度や卒業後の進路な
ど、皆さまのご質問に一つひと
つ丁寧にお答えします。

個別相談

申し込みの流れ

大学受験講習会

申し込みに関する問い合わせ先

高校 2泊3日 朝食2回、夕食2回 12,000円
大学 3泊4日 朝食3回、夕食3回 18,000円

講習会区分 宿泊日数   食事（入寮日の夕食～最終日の朝食）   宿泊料（食費含）

図書館開館
キャンパス
レストラン
営業

YAMAHA
営業

申込受付 管理課窓口（S棟１階）

受付時間 ８：３０～１６：３０ ※初日はガイダンス終了後から受付します。

利用時間 ８：３０～２０：００

開講科目

50分レッスン※1

20分レッスン※1

課題小論文

楽典［基礎・応用］※2

対面
期間中50分の
個人レッスンを2回

オンライン受講料内容

13,000円 ○ ○
期間中20分の
個人レッスンを2回 4,000円 ○ ×

1日50分の授業を
3日間 5,000円 ○ ×

期間中50分の
授業を2回 6,000円 ○ ×

※１　50分レッスンと20分レッスンは、同じ専攻（楽器）を受講することはできません。
※2　申し込み時に［基礎］か［応用］を選択してください。
レッスン実施専攻
ピアノ・パイプオルガン･声楽･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・トロンボーン・ユーフォニアム・テューバ･
マリンバ・打楽器･ティンパニ・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ハープ・作曲

[基礎] 楽典の勉強をしたことがない方、まだ勉
　　　強をはじめたばかりの方向け。
[応用]受験に向けてさらに力をつけたい方向け。

本学教員による丁寧で充実したレッスン。受験
に向けて力をつけることができます。
副科ピアノ試験や音楽総合学科の実技試験の
対策におすすめです。

音楽総合学科の各コースの課題小論文対策に。

開講科目は全て受講できます。

23,000円

附属高等学校受験講習会

その他の実施企画

「音楽科」の附属高校ではどんな勉強をす
るのか紹介します。また、音楽高校進学を
含めた皆様の音楽の夢を応援します。

附属高等学校紹介・進学アドバイス
本校生徒によるフレッシュな演奏を
お楽しみください。

在校生による演奏会

80分の授業を
2回実施

50分の授業を
2回実施

開講科目 受講料
主専攻レッスン

コールユーブンゲン

本校教員による丁寧で充実した５０分の個人レッスンを２回実施

「全訳：コールユーブンゲン第１巻」を使用　※出版社は問いません

ピアノ専攻以外の受講生には希望により２０分の個人レッスンを２回実施
〈初級クラス〉 初めて聴音を学ぶ人を対象
〈基礎クラス〉 初級レベルの問題を中心とした演習を実施
〈発展クラス〉 中級レベルの問題を中心とした演習を実施

副専攻ピアノレッスン※1

聴音［初級・基礎・発展］※2

※１　申し込みフォームの20分レッスン（副科ピアノ）の項目で「ピアノ」を選択してください。
※２　開講式の時に希望を取ります。状況により自由にクラスを変更できます。
レッスン実施専攻
ピアノ・パイプオルガン･声楽･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・トロンボーン・ユーフォニアム・テューバ･マリンバ・打楽器･ティンパニ・ヴァイオリン・
ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ハープ・作曲

寮生活の詳細・当日連絡先（むらさき寮）　　　０３-３９５８-２４０６

受験講習会宿泊係（学生課内）　　　　　　  ０３-３９９２-１１２９

1詳細は受付手続き完了後にメールで送る「入寮通知」でご確認
ください。
2原則として１室２名での利用となります。
3男性は利用できません。
4入寮日の受付は15時から17時です。受付時間内に入寮できない
場合には事前にむらさき寮まで連絡してください。
5宿泊を取り消す場合は、入寮日の3日前までに受験講習会宿泊係
まで連絡してください。一旦納入された宿泊料は原則として返還
しませんので、予めご了承ください。
6お問い合わせ先

①ドメイン「@contact.grapecity.com」、
　「@sbpayment.jp」、「@musashino-music.ac.jp」
　からのメールを受信できるように設定

①ドメイン「@musashino-music.ac.jp」からの
　メールを受信できるように設定

②本学ウェブサイトにアクセス
②ウェブサイト申し込みフォームに入力

③入力内容を確認し送信

④自動返信メールを受信
※受信できない場合は入学センターへ連絡

⑤自動返信メール内の「振込先情報」を確認・保存

⑥申し込みから3日以内に指定口座に振り込み

④ 〈初めての方はこちら〉をクリック 

⑤受講者基本情報を登録

⑥Web登録サイトにログオン

⑦受験講習会アイコンをクリック

⑧［新規申込手続き］をクリック

⑨受講希望情報の入力と申込

⑩受講料の納入

大学受験講習会 高校受験講習会

０３-３９９２-２５００
nyugaku-c@musashino-music.ac.jp入学センター

※１日３時間以上利用する場合、オルガン・ハープは1時間1,000円、グランドピアノ・
打楽器等は1時間600円です。

　（アップライトピアノ設置の練習室・楽器なしの練習室は3時間以降も無料です）

ウェブサイトからお申し込みください。　
受講料等の支払は大学の場合、クレジットカード、コンビニ、ペイジーから
選択できます。
高校はゆうちょ銀行の振り込みとなります。また、入寮を希望される方は
申込完了後に別途支払い方法に関するメールをお送りします。

※お支払方法は、クレジットカード、
　コンビニ、ペイジーから選択できます。

受付手続き完了 当日に関する連絡事項を後日、メールでお知らせします。

③「大学申し込みフォーム」をクリック
初めてご利用される方 2回目以降ご利用される方

高校大学



2日目1日目

受付

開講式*
受講ガイダンス*
附属高等学校紹介*
聴音

昼休み

コールユーブンゲン

レッスン

在校生による演奏会*
進学アドバイス*

聴音

昼休み

コールユーブンゲン

レッスン
個別相談、聴音添削

●江古田キャンパスアクセス

〒176-8521　東京都練馬区羽沢1-13-1
https://www.musashino-music.ac.jp/

大学受験講習会 ＊申込内容により時間割は異なります。

武蔵野音楽大学
武蔵野音楽大学附属高等学校

春期受験講習会要項
2022年

武蔵野音楽大学 江古田キャンパス

ウェブサイトから
お申し込みください。

2022年1月24日（月）～3月14日（月）

会　場

対　象

申込期間

申込方法

西武
有楽町

線

江古田駅江古田駅

新桜
台駅

環七
通り

◀
練馬

西武池袋線

小竹向原駅
小竹向原駅

要町通り

   東京メトロ有楽町線/副都心線

◀飯能

◀和光市

池袋▶

池袋▶

小竹小学校

２番出口４番出口
スーパー

新聞屋

そば屋
正面玄関

浅間神社

小竹
図書館

〒
交
番

コ
ン
ビ
ニ

武蔵野音楽大学
江古田キャンパス

江古田斎場

武蔵野音楽大学
むらさき寮

江古田斎場

春期受験講習会スケジュール

日　程

西武池袋線「江古田」駅北口から徒歩4分
西武有楽町線「新桜台」駅4番出口から徒歩4分
東京メトロ有楽町線/副都心線「小竹向原」駅
2番出口から徒歩9分
※ご来校の際は公共の交通機関をご利用ください。

アクセス

附属高等学校受験講習会

目的
音楽大学および音楽高校志望者に音楽の正しい学習法を
指導・助言し、受験に備えることを目的とします。

・時間割表は受講初日に「受付」でお渡しします。
・＊印のついている企画には保護者の方もご参加いただけます。

2022年3月26日（土）～3月27日（日）高校

2022年3月25日（金）～3月27日（日）大学

大学

高校 中学1・2年生大学 中学3年生以上

●お問い合わせ

入学センター 03-3992-2500
nyugaku-c@musashino-music.ac.jp

2日目 3日目1日目

受付

受講ガイダンス

レッスン、楽典、
課題小論文

昼休み

レッスン、楽典、
課題小論文

レッスン、楽典、
課題小論文

昼休み

レッスン、楽典、
課題小論文

専攻別説明会

レッスン

レッスン、楽典、
課題小論文

昼休み

レッスン、楽典、
課題小論文

・時間割表は受講初日に「受付」でお渡しします。
・受講ガイダンスと専攻別説明会は全員ご参加ください。

高校

公開
レッスン




