
「ミュージカルが好き」になって、
「私もスポットライトを浴びて、舞台の上で輝きたい」と思ったら…

本格的にミュージカルを学べる場所があります。

それが【ミュージカル・アカデミー】
ミュージカル制作の第一線で活躍する講師陣の直接指導

歌唱・ダンス 演技、国内最高の充実したカリキュラム

ミュージカルの現場の空気を体感できる様々なチャンス

月開請

千二/伊東 恵里/特別講師 :楊 淑美

言保/河野有紀子///田 中 友紀/本間 憲一

t/辻元 早苗/山賀 教弘/山田 禾口也
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ミュージカル・アカデミー 2013年度 募集要項
期  間¬年間 (2013年 4月 ～2014年 3月 )授  業 :毎 週月～金曜日 1000～ 1700(予定)夏 期 冬期休暇有り

受 験 料 :5000円 (消 費税額込み) 入学金 ●00000円 (消 費税額込み)授 業料 :400000円 (12ヶ 月分→肖費税額込み)

募集人員 :男女計30名程度 (1982年 4月 2日 ～1997年 4月 1日 出生の方に限ります)子 未成年者は保護者の同意か必要です.

応募期間 :2012年 11月 1日 (木 )～ 2013年 1月 11日 (金 )

応  募 11指定の履歴書 (下記公式ホームヘーシよリタウンロートしてくたさい) 2写真 (全身 ハストアッフ各一枚 )

,歌CD(自分の歌つた歌を録音したもの CDのみ 氏名と曲名を明記したラベルを貼付)

以上三点を映画演劇文化協会まて郵送 (締め切り 1月 11日 (金 )必着)

試  験 : .第一次試験 書類 歌CDの 選考を行い、合格者には1月 18日 (金 )に第二次試験の課題曲を発送.

第二次試験 2013年 2月 9日 (土 )～ 11日 (月 )

受付時に受験料5000円 をIrl戴 します.

歌唱試験 :課題曲 (ヒ アノイ半奏をご用意します)を 歌つて頂きます.

タンス試験 踊りか出来る服装 靴をこ用意くたさい.体のラインか分かる格好か望ましいて,着 替えの場所はこ用意します

演技試験 演技試験の課題は試験当日に配布します

2月 13日 (水)まで

3月 7日 (木 )～ 21日 (木 |

4月 15日 (月 )

4月 16日 (火 )

心が未来へ踊 りだす

合格発表

入学金納付期間

入学式

第一回授業
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宛  先 :〒 100-0006 東京都千代田区有楽町15-2 東宝ツインタワービル 4階

一般社団法人 映画

'賞

劇文化協会内 ミューシカル アカデミー運営事務局

ハローミュージカル!フロシ Iク トは、 般 ll付1法人映画演虔1文 化協会が演劇(ミ 1-ジカル)文化発展のために、1/1間 府の認可を受けてイ丁う公益目的事業です。

ミJ―ジカル アカデミーは、この事業の一環として、将来に向かつて[]本のミ ]―シカルを支える葛い舞台俳優を育成することを目的にして設

'し

ました.

ハロー・ミュージカル!プロジェクト公式HP http:ノノhe‖ o日muSiCal.jpノ
EM“ :● ldコ)● bunkyo,p 担当勝 野音―問合せ先:ミ ューシカル アカテミー運営事務局 0'35913530


