International Youth Orchestra at TCM
2022-2023 Autumn Semester Application Guideline
東京音楽大学 国際青少年オーケストラ

2022-2023年度 秋セメスター 募集要項
The following contents are subject to change depending on the infection status of Covid-19.
Please check the latest status on our website when you apply.
新型コロナウイルス感染症の状況により、下記の内容は変更になることがあります。
お申し込みの際は、最新の状況をホームページ等でご確認ください。

1. The International Youth Orchestra 国際青少年オーケストラについて
With the Conducting Department at Tokyo College of Music as its main body, the orchestra provides guidance
for all students aged 12 to 18. In this course, we will provide individual instrumental coaching ensemble
proficiency through appropriate orchestral repertoire.
東京音楽大学指揮部会が主幹となり、12歳から18歳の全ての青少年を対象に、オーケストラによる指導を行う。適
切なレパートリーを通じ、個人のレベルに応じたアドバイスを行う。

2. Eligibility 受講資格
Students who as of September 1, 2022 are between the ages of 12 and 18 or in the first year of middle school
or greater.
2022年9月1日現在、12歳～18歳、もしくは中学1年生～高校3年生のどちらかに該当する者。
＊If the University acknowledges it, we will also accept students who meet the requirements for ability on
their instrument regardless of age restrictions.
本学が認めた場合、年齢制限によらず楽器の能力要件を満たせる生徒についても受け入れる。

3. Term 在籍期間
1 Semester (updatable) １セメスター（更新可能）

4. Duration 活動期間
September to early December (Autumn Semester) 9月～12月初旬（秋セメスター）
January to early May (Spring semester) 1月～5月初旬（春セメスター）

5. Venue 会場
Tokyo College of Music 東京音楽大学
●Nakameguro-Daikanyama Campus 中目黒・代官山キャンパス
1-9-1, Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo 153-8622 東京都目黒区上目黒1-9-1
●Ikebukuro Campus 池袋キャンパス
3-4-5, Minami-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-8540 東京都豊島区南池袋3-4-5

6. Instrumentation and personnel numbers 募集パートと募集予定人数
Strings（弦楽器）:
Violin 40, Viola 12, Cello 10, Contrabass 8
Woodwinds（木管楽器）:
Flute 6, Oboe 6, Clarinet 6, Bassoon 6
Brass（金管楽器）:
Horn 8, Trumpet 8, Trombone 8, Tuba 2
Percussion（打楽器）:
8
＊May increase or decrease in consideration of ensemble balance.
バランス等を考慮して増減があり得ます
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7. 2022-2023 Autumn semester Schedules 2022-2023年度秋セメスター 日程一覧
Schedule

予定

Day, m/d *JST

Application period★

申込期間★

Sun, 5/1～Sun, 7/24

End of application period

申込締切

Sun, 7/24

Notification of Acceptance

合否通知

Wed, 7/27

Orientation (Distribution of parts, etc.)

全体ガイダンス（楽譜配布等）

Sun, 8/28 1:00 p.m.～

Rehearsals＊

練習期間＊
全10回程度（合奏・分奏）
日曜日13:00〜15:00

Sun, 9/4～Sun, 12/4

ステージ練習(午前)、演奏会(午後)

Sun, 12/11

about 10 times (full ensemble and sectionals)
Sundays 1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Dress rehearsal (AM), Concert (PM)

★Application System（申込用Webフォーム）: https://forms.gle/kcra6joCTLodpjqn8
・You need to sign in to your Individual Google account. (not school account)
個人用Googleアカウントが必要となります。（学校用アカウント不可）
・We will review the information you have entered in the form, especially your instrument and ensemble
experience, and will inform you of the results by Wednesday, Jul. 27.
フォームに入力していただいた情報（特に楽器や合奏の経験など）について当方で確認した上で、
7月27日（水）までに審査結果をお知らせします。
＊Too many absences may result non-participation of the performance. We appreciate your understanding.
多欠席の場合、演奏会の出演をお断りする場合があります。予めご了承ください。

8. Tuition Remittance 受講料の納入
¥70,000 / for each semester - including tax（１セメスターあたり、消費税込）
＊We will inform you about the payment method and due date after application.
審査結果の発表後、納入方法や期限について追ってご案内いたします。
＊Once paid, tuition will not be refunded. However, should the course be cancelled due to lack of participants,
the cost will be refunded (please note, if the number of rehearsals decreases, a refund will not be made).
いったん納入された受講料は返還しません。ただし本学の都合により開講しなかった場合は、費用の返還を
行います（練習回数の減数の際には、返還はおこないません）。

9. Other その他
A.

B.

C.

Students should have their own instruments except in the case of Percussion.
(Contrabass etc. students should inquire when applying)
楽器は、打楽器を除き原則として持参となります。（ただし、コントラバス等については応相談とします。
別途申請が必要ですので、お問い合わせください）
Student IDs will be distributed and students need to show their IDs while on campus. Please do not lose it.
(Note: cannot be used for student commuter pass discounts)
学内への入構の際使用するため、受講証を配布します。紛失しないようご携帯ください。なお、通学定期券等
の購入には使えません。
Students who violate the terms and rules of the college may be expelled.
本学の秩序を乱したと認められるときは受講の許可を取消すことがあります。

● Handling of Personal Information 個人情報の取扱いについて
Name, addresses, and other personal information provided by students in connection with the application, will only
be used for selection, notification of acceptance, and purposes related to the orchestra.
出願および手続きにあたってお知らせいただいた氏名、住所、その他の個人情報は、選考、選考結果通知、手続き等、およ
びこれらに付随する事項を行うために利用します。

Office: Business Division, Social Cooperation Department
at Tokyo College of Music
東京音楽大学 社会連携部事業課 国際青少年オーケストラ担当

E-mail: IYO@tokyo-ondai.ac.jp
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