
 

 

 

 
   

 

 

 
 

2021年度 

音 楽 講 習 会（9.9更新版） 
 
 
 

 
 
 

 
     （お問い合わせ）名古屋芸術大学 広報部  

音楽講習会 担当（TEL：0568-24-0318） 
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名古屋芸術大学「音楽講習会」は、主に本学音楽領域を受験予定の方や、本学への進学を
検討されている方を対象にした、芸術学部芸術学科 音楽領域が主催する講習会です。 
本学音楽領域への受験準備や入試に向けたスキルアップ、興味・関心を持たれる専門コース 

の体験の場としてなど、受験・進学を検討される皆様に有効に活用していただけます。 
名古屋芸術大学の「音楽講習会」で、音楽とともにある未来に一歩近づきませんか？ 
 

 

 
 
 
 

 

【 受験準備レッスンについて 】 

音楽講習会「受験準備レッスン」は、主に本学音楽領域の入学試験に向けた演奏実技レッスン
です。レッスンの担当講師は、音楽各界の第一線で活躍する本学音楽領域教員陣が担当します。 
レッスン形態は「個人レッスン」ですので、初心者から上級者まで、受講者のご希望や演奏技

術に応じたレッスンが可能となり、初心者の方でも安心して受講していただけます。 
 

対象コース 
【声楽コース】 【ピアノコース】 【電子オルガンコース】 
【弦・管・打楽器コース】 【ポップス・ロック・ジャズ コース】 
【ワールドミュージックコース】 【ミュージカルコース（ｳﾞｫｰｶﾙﾊﾟｰﾄ）】 

受講対象者 
原則として、本学音楽領域の受験・進学を検討される高校 1～３年生、 
既卒生および 3年次編入学や社会人入学を検討される方 

レッスン時間 原則、1 回あたり 30分の個人レッスン 

受 講 料 1 レッスンあたり 2,000 円（税込） 

お申込み期間 
〔Ⅰ期〕：2021 年 8月 2日（月）～8月 23日（月） 
〔Ⅱ期〕： 調整中（冬季に開催予定。開催決定し次第、大学 HP 等で案内します。） 

※ 上記期間外での受講を希望される場合は、お問い合わせください。 

レッスン 
実施期間 

（標準期間） 

〔Ⅰ期〕：2021 年 8月 3日（火）～8月 30日（月） 
〔Ⅱ期〕：調整中（冬季に開催予定。開催決定し次第、大学 HP 等で案内します。） 

※ ただし日曜祝日・夏季休業期間［8 月 14 日（土）～8 月 18 日（水）］・入試期間など本学

閉校日・入校禁止期間は除きます。 

レッスン会場 
名古屋芸術大学 東キャンパス（愛知県北名古屋市熊之庄古井 281） 
※ 系列校「名古屋音楽学校」（名古屋市中区新栄）で実施の場合もあります。 

受講料 
振込先 

【金融機関】三菱 UFJ銀行 西春支店   【店番】237  
【預金種目】普通                  【口座番号】0586993 
【口座名義】学校法人 名古屋自由学院（ナゴヤジユウガクイン） 
※ 振込手数料はご負担願います。 

※ 振込人名義は、必ず受講者ご本人のお名前をご記入ください。 

２０２１年度音楽講習会 
専用申込フォーム（Ｗｅｂ） https://bit.ly/onkou21 

https://bit.ly/onkou21


お申込みから 
レッスン日程 
決定までの流れ 

 

①専用申込みフォーム（Web）からお申込みください。 
②受講者情報のほか、受講希望コース・楽器（電子オルガンは機種名）、希望レッ
スン日程、希望レッスン講師、日程調整用ご連絡先など、必要事項をご入力く
ださい。 

③本学と受講申込者との間でレッスン日程・講師等の調整を行います。なお、調
整のやり取りは、メールまたは電話で行います。 

④調整完了後、指定口座に、お申込み分の受講料をご入金ください（※振込手数

料はご負担願います）。 
⑤入金確認後、レッスン日程にて「受験準備レッスン」を実施します。 
※ 2 回目以降のレッスンをご希望の場合は、再度専用申し込みフォームからお申
し込みください（引き続き、同一講師によるレッスンをご希望の場合は、前回レ
ッスン時にあらかじめ次回日程のご相談・調整等をしていただいても構いませ
ん）。 

その他 

 日程調整用のご連絡先は、必ず連絡のつくものをご記入ください。 
 レッスン担当講師のご希望については、調整の結果、ご希望の講師での割り

当てにならない場合があります。あらかじめご了承ください。 
 原則として、レッスン当日は、各自、レッスン希望曲目の楽譜と楽器類を持

参してください。ただし、コントラバス、テューバ、マリンバ、ドラムスや
アンプ等は本学で用意をします。 

 電子オルガンの使用機種は、ヤマハ STAGEA（ELS-02C、ELS-01C）です。 
 日程調整完了後に、やむを得ない事由によりキャンセルやレッスン日時に変

更が必要な場合は、必ず事前に以下の問い合わせ先までご連絡ください。 
 ビデオ会議ツール（ZOOM など）を利用したレッスンや、音源提出等による

アドバイスなど、遠隔での対応をご希望の場合は、別途、下記問い合わせ先
までご相談ください（ただし、ジャンルや内容により、ご希望に沿えない場
合がありますので、あらかじめご了承ください）。 
 

【注意】申込み手続き完了後の、任意のキャンセルにつきましては、原則として受
講料の返還はいたしかねます。あらかじめご了承ください。 

 
【新型コロナウイルス感染状況による対応について】 
新型コロナウイルスの感染状況により、急きょ受験準備レッスンの中止
や日程変更、申込受付の停止などが生じる場合があります。 
その場合は、本学 HP 上での案内および、レッスン日程が調整済みのも
のについては、個別にご連絡します。 

問い合わせ先 
名古屋芸術大学 東キャンパス 広報部 音楽講習会 担当 
（TEL：０５６８－２４－０３１８） 

 
 
 



 

（参考）レッスン講師一覧（※） 

声楽 ピアノ 電子オルガン 弦･管･打楽器 
ワールド 

ミュージック 
ポップス･ 

ロック･ジャズ 
ミュージカル 
(ｳﾞｫｰｶﾙﾊﾟｰﾄ) 

https://bit.ly/
vcl21 

https://bit.ly/
kbpf21 

https://bit.ly/
kbeo21 

https://bit.ly/
gnkda21 

https://bit.ly/
wldmc21 

https://bit.ly/
prjaz21 

https://bit.ly/
mucl21 

       

※調整の結果、ご希望の講師での割り当てにならない場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

【 音楽体験ワークショップについて 】 

音楽講習会「音楽体験ワークショップ」は、名古屋芸術大学 音楽領域の各専門コースが主催す
るワークショップ形式の講習です。 
本学音楽領域の入学試験に向けた対策や受験準備のアドバイス、そのほか興味のある音楽分野

について、実際に体験しながら学ぶことができます。 
 

実施コース 

※実施コースは、開催 

年度により異なります。 

【ウインドアカデミーコース】  【ミュージカルコース】 
【ダンスパフォーマンスコース】 【声優アクティングコース】 
【ポップス・ロック・ジャズ コース】 【音楽ケアデザインコース】 
【サウンドメディア・コンポジションコース】  
【ミュージック・エンターテインメントディレクションコース】  

申込方法・期日 
・専用申込みフォーム（Web）からお申込みください。 
・原則、各ワークショップ開催初日の４日前までにお申し込みください。 

その他 

・新型コロナウイルスの感染状況や、天災・悪天候その他やむを得ない事情に
より、開催の延期や中止の場合は、本学ＨＰにてご案内します。 

・参加にあたっては、マスクの着用や手指消毒にご協力ください。 
・当日、発熱等の症状がある方は、参加はご遠慮ください。 

問い合わせ先 
名古屋芸術大学 東キャンパス 広報部 音楽講習会 担当 

（TEL：０５６８－２４－０３１８） 
 

 

●２０２１年度「音楽体験ワークショップ」一覧（2021 年 7月 28日現在／決定分掲載） 

※ 開催講座は、順次更新します。変更や追加開催が決定したら、本学 HP上で随時ご案内します。 

＞＞次ページに続きます。 

https://bit.ly/vcl21
https://bit.ly/vcl21
https://bit.ly/kbpf21
https://bit.ly/kbpf21
https://bit.ly/kbeo21
https://bit.ly/kbeo21
https://bit.ly/gnkda21
https://bit.ly/gnkda21
https://bit.ly/wldmc21
https://bit.ly/wldmc21
https://bit.ly/prjaz21
https://bit.ly/prjaz21
https://bit.ly/mucl21
https://bit.ly/mucl21


 
講座名 音楽ケアデザイン体験ワークショップ          主催コース 音楽ケアデザインコース 

内容 

福祉や医療現場、地域のつながりを創る場などで音楽の特性を活かした仕事をする音楽
療法士。大学ではどんなことを学び、コース卒業生はどんな活動を展開しているでしょ
うか。大好きな音楽で誰かを助ける仕事に就きたい。そんな夢を持つあなたの未来への
扉を開ける第一歩となる時間を一緒に過ごしませんか？ 
１．音楽とヒトの機能についてのお話  （森川） 
２．音楽療法模擬セッションの体験  （伊藤）  
★ 主な対象者：音楽領域 音楽ケアデザインコース、音楽総合コース進学志望者 

開講日程 
2021 年 8月 11日（水） 13:00~16:00（予定）  
〔申込期日〕2021 年 8月 8 日（日）  

会場 名古屋芸術大学 東キャンパス 7号館 2 階 音楽療法演習室 

講師 伊藤 孝子、森川 泉  受講定員 5 名 受講料 無料 
 

講座名 サウンドメディア体験学習 主催コース 
サウンドメディア・ 
コンポジションコース 

内容 

音楽制作、レコーディング、音響(PA/SR)などの音楽表現を身につけ、将来多彩な音楽ジャン
ルで活躍することを目指している方を対象としたワークショップです。本学の主に 1 年生で
学ぶ音楽制作とレコーディングの内容を実践します。 
前半の 1 時間は、演習室で DAW とよばれる音楽制作ソフトウェアを使用して、簡単な音楽制
作を行います。後半の 1 時間は、スタジオで録音・編集・ミキシングを行いながら録音制作
全般について学びます。 
★主な対象者：高校生・3 年編入学希望者 

開講日程 
2021 年 8月 21日（土）13:00～15:00（予定） 
〔申込期日〕2021 年 8月 17 日（火） 

会場 
前半：名古屋芸術大学 東キャンパス 11 号館 2階 サウンドメディア演習室 1，2※ 
後半：名古屋芸術大学 東キャンパス 2 号館 1階 スタジオ CR1 
※集合場所は「前半」の会場となります。 

講師 長江 和哉、岩本 渡、原田 裕貴 受講定員 12 名 受講料 無料 

講座名 入試対策ワークショップ（ダンス･パート) 主催コース 
ダンスパフォーマンスコース、 
ミュージカルコース 

内容 

ダンスの基本的な動きを中心にワークショップを行い、入試に向けてのポイント解説や
アドバイスなども実施。ダンス初心者から経験者まで、幅広く受講していただけます。 
 

★ 参加にあたって：運動・ダンスに適した服装と靴（室内用）、汗拭き用のタオル、飲み物
などをご用意ください。※マスク着用でのレッスンとなります。 

★ 主な対象者：音楽領域 ミュージカルコース、ダンスパフォーマンスコース、音楽総合 
コース進学志望者 

開講日程 
2021 年 8月 10日（火）13:00～14:30（予定） 
〔申込期日〕2021 年 8月 7 日（土） 

会場 名古屋芸術大学 東キャンパス ５号館 １階 ミュージカルスタジオ 

講師 古賀 明美 受講定員 ７名 受講料 無料 



 

講座名 セッション講習会（バンド形式） 主催コース 
ポップス・ロック＆ 
パフォーマンスコース 

内容 

ファンク、ジャズ、ブルース等、簡単な曲でバンド体験をしてみませんか。対象は初心者から

上級者まで、譜面が読める・読めないを問いません。みなさんと相談しながら役割分担をし、

アドリブなども経験しながら楽しく演奏しましょう。 

対象楽器：Guitar. Bass. Piano. Dr. Per. Sax. Tp. Tb. その他 

開講日程 
2021 年 8月 28日（土）10:00～12:00（予定） 
〔申込期日〕2021 年 8月 24 日（火） 

会場 名古屋芸術大学 東キャンパス 2号館 2階 201教室 

講師 渡邊 規夫 受講定員 
各楽器 

2 名ずつ 
受講料 無料 

 

講座名 アニメアフレコ体験 主催コース 声優アクティングコース 

内容 
声優になるために必要なことって？業界の第1線で活躍する現役音響監督による指導のもと、

スタジオでアフレコ体験を行います。 

開講日程 
2021 年 9月 18日(土) 13:00～15:00（予定） 
〔申込期日〕2021 年 9月 14 日（火） 

会場 名古屋芸術大学 東キャンパス 2号館 203 教室 

講師 平光 琢也 受講定員 20 名 受講料 無料 

 
★ 現在、開催予定のワークショップは、以上です。 
（※変更や追加開催が決定した場合は、本学 HP 上で随時ご案内します） 
 

【 オンライン個別相談について 】 

  名古屋芸術大学では、ビデオ会議ツール｢Zoom｣を利用した､高校生向けのオンラインによる個別
進学相談を実施しています。 

  本学の広報部スタッフが､入試や学科･領域の内容､学生生活などに関する疑問や質問について、
オンラインによる個別相談を受け付けます｡遠方にお住まいの方や、高校の授業や部活動等の関係
で、オープンキャンパスなどへの参加が難しい場合でも、オンラインでお気軽にご相談いただけ
ます。 
 こちらのお申し込みは、本学 HP のオープンキャンパス特設サイトにて受け付けています。事
前予約制となりますので、余裕をもってお申し込みください。 
 

 

 

 

オンライン個別相談 
詳細・申込 

https://www.nua.ac.jp/oc/ 

緊急事態宣言の発出に伴い、 

8 月 28日（土）「セッション講習会（バンド形式）」は 

中止となりました。 

緊急事態宣言の期間延長に伴い、 

9 月 18日（土）「アニメアフレコ体験」は 

中止となりました。 

 

 

https://www.nua.ac.jp/oc/

