クラス

講師

対象：高校生以上（既卒者・高卒認定試験合格者を含む）
進学コースは、大きく3つのクラスに分かれており、必要なクラスを自由に選択して受講することができます。
音楽基礎科目クラスではソルフェージュ初心者から受講可能です。
前期、後期に分かれた二学期制のため、受講開始は4月もしくは10月に限ります。

音楽基礎科目クラス

45,500 円／3ヶ月×4回

※テキスト代として別途5,000円程度必要です。

ソルフェージュ&楽典
回

数

試

験

22回／年

音楽史

2回／年

小論文

2回／年

2回／年（ソルフェージュ&楽典、音楽史）

曜日・時 間

音楽基礎科目クラス

実技クラス

大阪音楽大学入学試験におけるソルフェージュ、楽典、音楽史に加
え、小論文対策の授業です。習熟度にあわせてグレードが分かれ
ているため、受講前の問診テストで受講グレードを決定します。
年間受講料

大阪音楽大学の教員をはじめとした、優れた講師陣が担当します。
実技クラスについては、受講生の専攻にあわせて教員が配当されます。

最大5名までのグループレッスンで、大阪音楽大学にあるすべて
※
の専攻 のレッスンが実施可能です。受講生が1名の場合は、45分
のマンツーマンレッスンとなります。月1回ペースで的確なアドバ
イスを受けることができます。
年間受講料

22,750 円／3ヶ月×4回

回

数

12回／年

試

験

2回／年

曜日・時間

監修

チーフ

熊谷 美紀

髙木 日向子

葛西 敏子

前田 恵実

山口 真希子

くまがい みき

たかぎ ひなこ

かさい としこ

まえだ えみ

やまぐち まきこ

大阪音楽大学教授

大阪音楽大学助手

大阪音楽大学講師

大阪音楽大学付属音楽院講師

大阪音楽大学付属音楽院講師

実技クラス

※修了学年のみ前期1回、
後期は修了コンサート。
後期は大阪音楽大学ミレニアムホールにて実施いたします。

火曜日 18：00〜20：00

※1名受講の場合18：00〜18：45

※ミュージッククリエーション、ミュージックコミュニケーションは除く。

火曜日 18：00〜20：10（うち休憩10分）

声楽

■音楽基礎科目クラス 小論文
受講資格

進学コース（実技クラスもしくは副科鍵盤クラス）
受講生であること

音楽基礎科目クラス以外の受講生で、
小論文の受講を希望される方は、
開講日以前に音楽院へお申し出ください。
年間受講料

6,500 円／回

回

数

2回／年

試

験

無

曜 日・時 間

火曜日 18：00〜20：10（うち休憩10分）

副科ピアノクラス

※

大阪音楽大学にあるすべての専攻 のレッスンが実施可能です。

副科ピアノクラス
ML教室で実施するグループレッ
※
スンです。鍵盤専攻 生は対象で
はありません。
レッスン内では指導
を受けるだけでなく、練習をする
こともできます。
年間受講料

18,750 円／3ヶ月×4回

回

数

28回／年

試

験

2回／年

曜日・時間

※ML教室で実施

※グランドピアノで実施

金曜日 18：00〜19：30
※ピアノ、ジャズピアノ、パイプオルガン、電子オルガン

クラシックギター

電子オルガン

石橋 栄実

藤井 敬吾

森本 友紀

木村 直美

いしばし えみ

ふじい けいご

もりもと ゆき

きむら なおみ

大阪音楽大学教授

大阪音楽大学特任教授

大阪音楽大学准教授

大阪音楽大学講師

上記は2020年2月時点の進学コース担当講師です。上記以外の専攻教員も担当可能です。
※ミュージッククリエーション、ミュージックコミュニケーションを除く。

開講スケジュール（2020年度）
進学コースの開講日は以下のとおりです。選択クラスの開講日にあわせてご来校ください。
開講教室は、マイページまたは音楽院（大阪音楽大学M号館1階）前の掲示板をご確認ください。
全クラス受講生（聴講含む）

2020年

4月

14［火］ オリエンテーション
21［火］ 実技①

音楽基礎科目クラス受講生

5月
8［金］ 副科ピアノ②
12［火］ 音楽基礎科目②

音楽基礎科目クラス受講生、受講申込をしたその他クラス受講生

6月

7月

実技クラス受講生

8月

副科ピアノクラス受講生

9月

2［火］ 音楽基礎科目④

3［金］ 副科ピアノ⑨

25［火］ 実技⑤

1［火］ 音楽基礎科目⑩

5［金］ 副科ピアノ⑥

7［火］ 音楽基礎科目⑦

28［金］ 副科ピアノ 12

8［火］ 前期音楽基礎科目試験

9［火］ 音楽基礎科目⑤

14［火］ 音楽基礎科目⑧

前期公開実技試験
30［日］ （進学実技適性テスト）

24［金］ 副科ピアノ①

15［金］ 副科ピアノ③

28［火］ 音楽基礎科目①

19［火］ 実技②

16［火］ 実技③

17［金］ 副科ピアノ⑩

11［金］ 副科ピアノ 13
15［火］ 音楽基礎科目 11

22［金］ 副科ピアノ④

19［金］ 副科ピアノ⑦

21［火］ 音楽基礎科目⑨

18［金］ 副科ピアノ 14

26［火］ 音楽基礎科目③

23［火］ 音楽基礎科目⑥

28［火］ 実技④

25［金］ 前期副科ピアノ試験

29［金］ 副科ピアノ⑤

26［金］ 副科ピアノ⑧

31［金］ 副科ピアノ 11

29［火］ 実技⑥

30［火］ 音楽史①

10月
6［火］ 小論文①
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11月
6［金］ 副科ピアノ17

12月

2021年

1月

2月

3月

1［火］ 音楽基礎科目 15

12［火］ 音楽基礎科目 17

2［火］ 音楽基礎科目 19

2［火］ 音楽基礎科目 21

4［金］ 副科ピアノ21

15［金］ 副科ピアノ 24

9［火］ 音楽基礎科目 20

9［火］ 後期音楽基礎科目試験

8［火］ 音楽史②

19［火］ 音楽基礎科目18

12［金］ 副科ピアノ27

16［火］ 音楽基礎科目 22

22［金］ 副科ピアノ 25

16［火］ 実技 11

23［火］ 実技 12

15［火］ 音楽基礎科目 16

26［火］ 実技 10

19［金］ 副科ピアノ28

30［火］ 後期公開実技試験＆

24［火］ 音楽基礎科目 14

18［金］ 副科ピアノ23

29［金］ 副科ピアノ 26

26［金］ 後期副科ピアノ試験

27［金］ 副科ピアノ20

22［火］ 実技⑨

20［火］ 実技⑦

10［火］ 音楽基礎科目 13

23［金］ 副科ピアノ15

13［金］ 副科ピアノ18

27［火］ 音楽基礎科目 12

17［火］ 実技⑧

11［金］ 副科ピアノ22

30［金］ 副科ピアノ16

20［金］ 副科ピアノ19

修了コンサート（MH）

27［土］ 小論文②
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