
1990年ショパン国際コンクールに入賞し、
文化庁芸術選奨文部大臣新人賞等を受賞。
2010 年ポーランド政府より、ショパンの作
品に対して特に顕著な芸術活動を行った世
界で 100名の芸術家に贈られる「ショパン・
パスポート」が授与される。2010 年「ショ
パン・ピアノ・ソロ全 166 曲コンサート」
及び 2011 年「212 曲」を演奏し、「24 時
間でもっとも多い曲数を一人で弾いたアー
ティスト」としてギネス世界記録に認定。
CDは「横山幸雄プレイエルによるショパン・
ピアノ独奏曲全曲集」「プレイズ」シリーズ、
「アンプロンプチュ」「雨だれのプレリュー
ド」「ファンタジー」「ラフマニノフ／ピア
ノ協奏曲第 2番」「パデレフスキ名曲集」「ド
ビュッシー前奏曲第 1集・第 2集」など多数。
エリザベト音楽大学客員教授、日本パデレ
フスキ協会会長。2019年4月より名古屋芸
術大学特別客員教授に就任。

オフィシャルサイト　
http://yokoyamayukio.net/

【横山幸雄プロフィール】真のピアニストを育成する真のピアニストを育成する
早期才能開花プロジェクトを開講早期才能開花プロジェクトを開講

〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-9 スカイオアシス栄 B1F

特別講師 上原 彩子 Ayako Uehara (Piano) 

EXPERT  LESSONSEXPERT  LESSONS
Yukio Yokoyama
名古屋音楽学校エグゼクティブアドバイザ―

EXPERT  LESSONS
未来への扉を開く世界レベルのレッスンを、今ここに

2019 年 4 月開講予定コース

● 早期才能開花プロジェクト

● 指導法講座＆アドバイスレッスン

小学1年～4年
小学5年～中学2年
中学3年～高校3年

ジュニアコースⅠ
ジュニアコースⅡ
エリートコース

受講者はオーディションにて選抜

各コース詳細は裏面をご覧ください

｝
世界的ピアニスト横山幸雄氏、上原彩子氏、および、特別講師陣による世界レベルのレッスン指導。

指導者としても名高い横山幸雄氏から、練習法や指導技術を学べるプログラムをご用意しました。

□指導法講座……………年3回
□アドバイスレッスン…年3回（2019年は年2回）

横山幸雄氏、上原彩子氏を核に名古屋の地で横山幸雄氏、上原彩子氏を核に名古屋の地で
早期才能教育を展開します。早期才能教育を展開します。
ピアノのみならず演奏家として必要な知識、ピアノのみならず演奏家として必要な知識、
能力も養える画期的なプログラムを第一線の能力も養える画期的なプログラムを第一線の
講師陣とともに提供します。講師陣とともに提供します。

真のピアニストを育成する
早期才能開花プロジェクトを開講

◯アールアンフィニ

◯武藤章

【プロフィール】
第 12 回チャイコフスキー国際コンクール ピアノ部門において、女性としてまた、日本人として史上初めての第一位を獲得。 第 18 回新日鉄音楽賞
フレッシュアーティスト賞受賞。これまでに国内外での演奏活動を行ない、ヤノフスキ、ノセダ、ルイジ、ラザレフ、ブラビンス、ペトレンコ、小澤征爾、
小林研一郎、飯森範親、各氏等の指揮のもと、国内外のオーケストラのソリストとしての共演も多い。2004 年 12 月にはデュトワ指揮 NHK 交響
楽団と共演し、2004 年度ベスト・ソリストに選ばれた。ＣＤはＥＭＩクラシックスから３枚がワールドワイドで発売された他、2014 年にはキン
グレコードに移籍し、「上原彩子のくるみ割り人形」「ラフマニノフ １３の前奏曲」がリリースされている。東京藝術大学音楽学部 早期教育リサー
チセンター准教授。2019年 4月より名古屋芸術大学特別客員教授に就任。

横山幸雄氏、上原彩子氏を核に名古屋の地で
早期才能教育を展開します。
ピアノのみならず演奏家として必要な知識、
能力も養える画期的なプログラムを第一線の
講師陣とともに提供します。

https://www.nsmusic.jp
E-mail : info@nsmusic.jp



真のピアニストを育成する
早期才能開花プロジェクトを開講

早期才能開花プロジェクト

指導法講座 ＆アドバイスレッスン

世界的ピアニスト横山幸雄氏、上原彩子氏、および、特別講師陣による世界レベルのレッスン指導。

指導者としても名高い横山幸雄氏から、練習法や指導技術を学べるプログラムをご用意しました。

教育プログラム＆年間費用

……… 2019年 4月現在 小学1年～4年生
……… 2019年 4月現在 小学5年～中学2年生
……… 2019年 4月現在 中学3年～高校3年生

ジュニアコースⅠ
ジュニアコースⅡ
エリートコース

1. 募集定員 及び 出願資格

ジュニア・エリートコース選抜オーディション要項

2. 出願手続き

年8回

年4回

年8回

月3回

月2回

月3回

年2回

150,000円

80,000円

40,000円

216,000円

144,000円

144,000円

16,000円

1回 30分

1回30分

1回45分

1回45分

225,000円

115,000円

40,000円

288,000円

192,000円

144,000円

16,000円

1回 45分

1回45分

1回60分

1回60分

300,000円

150,000円

40,000円

288,000円

192,000円

144,000円

16,000円

1回 60分

1回60分

1回60分

1回60分

ジュニアコースⅠ ジュニアコースⅡ エリートコース

特別レッスン

特別演奏講座

個人レッスン

音楽専門実習

室内楽

申込金…1,080円　入学金…10,800円
※必須科目以外は選択制。但し、全科目を受講し特別レッスンを8回受講する人は特別講座（40,000円）は無料となります。
※在籍生による年2回程度の発表演奏会を予定しています。

……… 学費納付については、年間費用の半額づつを、年2回（3月・9月）に分けて納付いただきます。

必
須
科
目

選
択
科
目

それぞれ若干名｝
(1) 出願期間

(2) 出 願 先

3. 出 願 書 類

2019年3月4日 (月 ) ～ 3月22日 (金 ) 必着
郵送…出願申込用紙を送付してください
Fax…当校Fax番号へ送信してください
持参…窓口受付時間　月曜日～土曜日　10時00分～20時 00分（3月21日（木・祝）を除く）
　　　　　　　　　　日曜日　10時00分～17時 00分
〒460-0004名古屋市中区新栄町2-9　スカイオアシス栄B1F
　　　　　　　名古屋音楽学校早期才能開花プロジェクト係
　　　　　　　Tel (052)973-3456　Fax (052)973-3330

所定の出願申込用紙1通

6. 合 格 発 表 2019年 3月26日 ( 火 ) ～ 27日（水）志願者本人あるいは保護者に通知します。

7. 合格者面談 2019年 3月28日 ( 木 )　  合格者本人および保護者と名古屋音楽学校副校長との面談で、入学後の習得科目の相談、決定をします。

8. 納  付  金 2019年 4月1日締め切り　合格者面談で決定した科目の料金の前期分 (半額 ) を期日までに納付すること。

9. オーディションおよび面接試験官 横山幸雄 (名古屋音楽学校エグゼクティブアドバイザー )、山田敏裕 (副校長 )
※１　出願申込用紙はホームページよりダウンロードしていただくか、本校事務局へご連絡ください。
※２　申込多数の場合3月25日（月）に予備オーディションを行う場合があります。

4. 検  定  料 ジュニアコースⅠおよびⅡは5,000円、エリートコースは7,000円をオーディション当日持参し事務受付にてお支払いください。

5. 選抜内容 及び 会場・日程
(1) 入学者の選抜は実技オーディションと面接で判断します。　※面接はジュニアコースⅠおよびⅡは保護者同伴、エリートコースは任意
(2) オーディション会場…名古屋音楽学校ホール
(3) オーディション日時…3月26日 ( 火 )　14時～ /オーディション、面接　※受付時間は決まり次第ご連絡いたします。
(4) オーディション内容…ジュニアコースⅠ　自由曲   5 分以上10分以内 (曲数は問わない )
　　　　　　　　　　　  ジュニアコースⅡ　自由曲   7 分以上15分以内 (上記に同じ )
　　　　　　　　　　　  エリートコース　　自由曲10分以上20分以内 (上記に同じ )　　※当日は進行上、途中で切る場合があります。

名古屋音楽学校お申込・お問合わせ：

1. 指導法講座…年3回

2. アドバイスレッスン…年3回（2019年度は2回）　※日時はホームページでお知らせします。

3. 申込方法

EXPERT  LESSONS

横山幸雄氏、上原彩子氏を核に名古屋の地で
早期才能教育を展開します。
ピアノのみならず演奏家として必要な知識、
能力も養える画期的なプログラムを第一線の
講師陣とともに提供します。

横山 幸雄
上原 彩子

本校ホームページまたは電話、ＦＡＸ（住所・氏名・連絡先を明記の事）でお申込みください。
アドバイスレッスンについては申し込み多数の場合は抽選となります。
料金は銀行振込み・コンビニ払い・窓口払いよりお選びいただき事前にお支払いください。

指導法講座を受講した講師の生徒を対象にアドバイスレッスンをします。
1レッスン／1人20分　5,000円（但し、名古屋音楽学校生徒は無料）

小学生から中学生までの避けては通れない曲を全6回に分けて段階的に講座をします。
初回日時　6月 6日（木）10：00～ 12：00 　名古屋音楽学校ホール　※2回目以降はホームページでお知らせします。
指導内容　バッハ２・３声インベンション　30番ツェルニー　
受 講 費　各回5,000円（但し、名古屋音楽学校講師は無料）

(横山 幸雄 )

( 今野 尚美 他)

※選択する回数により各先生のレッスン回数が
　異なる場合があります。


