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全国音楽関係大学・短期大学一覧

＊以下は，入学試験において音楽実技等を課される，全国の音楽関係大学および短期大学の所在地・問い合せ先一覧です。
＊国公立大学の平成31年度入試の概要は月発行の『入学者選抜要項』で発表され，細目は10月〜12月発行の『学生募集要項』で発表されます。
学校名／学部・学科・専攻名

〒

所在地

問合せ先

電話／ホームページ

30年度受験講習会・説明会

国公立大学

Page 2

北海道教育大学教育学部

札幌校

002−8502

札幌市北区あいの里条−−
学務部入試課

☎011(778)0324
www.hokkyodai.ac.jp/sap/

オープンキャンパス
月日

北海道教育大学教育学部

旭川校

070−8621

旭川市北門町
学務グループ（入試担当)

☎0166(59)1223
www.hokkyodai.ac.jp/asa/

オープンキャンパス
月21日

北海道教育大学教育学部

岩見沢校

068−8642

岩見沢市緑が丘 −34−
学務グループ（入試担当)

☎0126(32)1348
www.hokkyodai.ac.jp/iwa/

オープンキャンパス
月日，10月 日

036−8560

弘前市文京町
学務部入試課

☎0172(39)3122
www.edu.hirosaki-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

020−8550

盛岡市上田−18−33
学務部入試課

☎019(621)6064
www.music.iwate-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日，10月21日

980−0845

仙台市青葉区荒巻字青葉149
入試課入試係

☎022(214)3334
www.miyakyo-u.ac.jp

オープンキャンパス
月 日，月30日

010−8502

秋田市手形学園町−
入試課

☎018(889)2256
www.akita-u.ac.jp/eduhuman/

オープンキャンパス
月28日

990−8560

山形市小白川町−−12
地域教育文化学部入試担当

☎023(628)4310
www.e.yamagata-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

960−1296

福島市金谷川
入試課

☎024(548)8064
www.fukushima-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

310−8512

水戸市文京 −−
学務グループ

☎029(228)8203
www.ibaraki.ac.jp/

オープンキャンパス
月28日

321−8505

宇都宮市峰町350
入試課

☎028(649)5112
www.utsunomiya-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月16日，10月27日

371−8510

前橋市荒牧町−
学務部学生受入課入学試験係

☎027(220)7150
www.gunma-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月16日

埼玉大学教育学部

338−8570

さいたま市桜区下大久保255
教育学部係

☎048(858)3144
www.saitama-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

千葉大学教育学部

263−8522

千葉市稲毛区弥生町−33
教育学部教務係

☎043(290)2514
www.chiba-u.ac.jp/

学部説明会
月28日，11月日

東京藝術大学音楽学部

110−8714
120−0034

台東区上野公園12−(上野校地)
足立区千住−25−(千住校地)
音楽学部教務係

☎050(5525)2309〔音楽学部教務係〕
www.geidai.ac.jp/

オープンキャンパス
月21日

弘前大学教育学部
岩手大学教育学部
宮城教育大学教育学部
秋田大学教育文化学部
山形大学地域教育文化学部
福島大学人文社会学群人間発達文化学類
茨城大学教育学部
宇都宮大学教育学部
群馬大学教育学部
18/11/06 10:17

00-02付_受験講習会日程表.mcd
Page 3

学校名／学部・学科・専攻名

〒

東京学芸大学教育学部

184−8501

お茶の水女子大学文教育学部
横浜国立大学教育学部

電話／ホームページ

30年度受験講習会・説明会

小金井市貫井北町−−
広報企画課

☎042(329)7116
www.u-gakugei.ac.jp/

大学説明会 月21日

112−8610

文京区大塚 −−
入試課

☎03(5978)5151，5152
www.ocha.ac.jp

オープンキャンパス
月16日

240−8501

横浜市保土ヶ谷区常盤台79−
学務・国際部入試課

☎045(339)3121，3123
www.ynu.ac.jp/

オープンキャンパス
月日，日

950−2181

新潟市西区五十嵐 の町8050
教育学部学務企画係

☎025(262)7096
www.ed.niigata-u.ac.jp/

オープンキャンパス・学部
説明会 月日，10日

上越教育大学学校教育学部

943−8512

上越市山屋敷町
入試課

☎025(521)3294
www.juen.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

金沢大学人間社会学域学校教育学類

920−1192

金沢市角間町
人間社会系事務部学生課教務係

☎076(264)5603
www.ed.kanazawa-u.ac.jp/gr/

キャンパスビジット
月日

910−8507

福井市文京−−
学務部入試課

☎0776(27)9927
www.u-fukui.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

400−8510

甲府市武田−−37
入試課

☎055(220)8046
www.yamanashi.ac.jp/

学部説明会
月日

☎026(234)4011
www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/

オープンキャンパス
月22日

新潟大学教育学部

福井大学教育学部
山梨大学教育学部

所在地

問合せ先

岐阜大学教育学部

501−1193 岐阜市柳戸−
学務係

☎058(293)2206，2356
www.gifu-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

静岡大学教育学部

422−8529 静岡市駿河区大谷836
学務係

☎054(238)4580
www.shizuoka.ac.jp/

オープンキャンパス
月12日，月28日

愛知教育大学教育学部

448−8542 刈谷市井ヶ谷町広沢
入試課

☎0566(26)2202，2203
www.aichi-edu.ac.jp/

オープンキャンパス
月日，日

愛知県立芸術大学音楽学部

480−1194 長久手市岩作三ヶ峯−114
入試課

☎0561(76)2603
www.aichi-fam-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月28日

三重大学教育学部

514−8507 津市栗真町屋町1577
教育学部学務チーム

☎059(231)9350
www.mie-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月10日

滋賀大学教育学部

520−0862

大津市平津 −−
教育学部入学試験係

☎077(537)7711
www.shiga-u.ac.jp/admission/

オープンキャンパス
月29日

京都教育大学教育学部

612−8522

京都市伏見区深草藤森町
教務・入試課入試グループ

☎075(644)8161
www.kyokyo-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月17日

610−1197

京都市西京区大枝沓掛町13−
連携推進課入試担当

☎075(334)2238
www.kcua.ac.jp/

オープンスクール
10月日

☎072(978)3324
osaka-kyoiku.ac.jp/

オープンキャンパス
月28日，29日

京都市立芸術大学音楽学部
大阪教育大学教育学部

−ロ

582−8582 柏原市旭ケ丘−698−
入試課
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380−8544 長野市西長野
学務係

全国音楽関係大学・短期大学一覧

18/11/06 10:17

信州大学教育学部

〒

神戸大学国際人間科学部

Page 4

電話／ホームページ

30年度受験講習会・説明会

657−8501 神戸市灘区鶴甲−11
教務学生係

☎078(803)7924
www.fgh.kobe-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月10日

兵庫教育大学学校教育学部

673−1494 加東市下久米942−
入試課

☎0795(44)2067
www.hyogo-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月15日

奈良教育大学教育学部

630−8528 奈良市高畑町
入試課

☎0742(27)9126
www.nara-edu.ac.jp/

オープンキャンパス
10月28日

和歌山大学教育学部

640−8510 和歌山市栄谷930
入試課

☎073(457)7116
www.edu.wakayama-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月15日

島根大学教育学部

690−8504 松江市西川津町1060
入試企画課

☎0852(32)6073
www.shimane-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

岡山大学教育学部

700−8530

☎086(251)7193，7194
edu.okayama-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

広島大学教育学部

739−8524 東広島市鏡山−−
教育学研究科支援室（学士課程担当)

☎082(424)6725
www.hiroshima-u.ac.jp/ed/

オープンキャンパス
月21日，22日

753−8513

☎083(933)5307
edu.yamaguchi-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

山口大学教育学部

所在地

問合せ先

岡山市北区津島中
学務部入試課

−−

山口市吉田1677−
教育学部学務係

鳴門教育大学学校教育学部

772−8502 鳴門市鳴門町高島字中島748
入試課

☎088(687)6133
www.naruto-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月28日

香川大学教育学部

760−8522 高松市幸町−
教育学部学務係

☎087(832)1428
www.ed.kagawa-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日，10月14日

愛媛大学教育学部

790−8577 松山市文京町
教育学部入試係

☎089(927)9377
www.ehime-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日，日

高知大学教育学部

780−8520 高知市曙町 −−
学務部入試課

☎088(844)8153
www.kochi-u.ac.jp/JA/

オープンキャンパス
月日

福岡教育大学教育学部

811−4192 宗像市赤間文教町−
入試課

☎0940(35)1235
www.fukuoka-edu.ac.jp/

オープンキャンパス
月21日

長崎大学教育学部

852−8521 長崎市文教町−14
入試課

☎095(847)1111
www.edu.nagasaki-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月21日

熊本大学教育学部

860−8555 熊本市中央区黒髪 −40−
教育学部教務担当

☎096(342)2522
www.kumamoto-u.ac.jp/

例年月に実施

889−2192

☎0985(58)7138
www.miyazaki-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月10日，11日

宮崎大学教育学部
18/11/06 10:17

宮崎市学園木花台西−
学生支援部入試課

鹿児島大学教育学部

890−0065 鹿児島市郡元−20−
学生部入試課

☎099(285)7355
www.kagoshima-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

琉球大学教育学部

903−0213 中頭郡西原町字千原
学生部入試課

☎098(895)8141，8142
www.u-ryukyu.ac.jp/

オープンキャンパス
月14日
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学校名／学部・学科・専攻名

〒

沖縄県立芸術大学音楽学部

所在地

問合せ先

Page 5

電話／ホームページ

30年度受験講習会・説明会

903−8602 那覇市首里当蔵町−
教務学生課

☎098(882)5080
www.okigei.ac.jp/

オープンキャンパス
月日

札幌大谷大学芸術学部音楽学科

065−8567

☎011(742)1651
www.sapporo-otani.ac.jp/

講習会 月21日，22日，
31年月19日，20日 オー
プンキャンパス 秋期：10
月14日

北翔大学教育文化学部教育学科

069−8511 江別市文京台23
アドミッションセンター

☎011(386)8011
www.hokusho-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月27日， 月24日，月
日，日，月23日，31
年月10日

981−8557

仙台市青葉区桜ヶ丘−−
教育研究支援グループ
入試センター

☎022(279)5837
www.mgu.ac.jp/

夏期：月日，日
オープンキャンパス
月
24日，月日，月29日，
12月日

文教大学教育学部学校教育課程音楽専修

343−8511

越谷市南荻島3337（越谷校舎）

☎048(974)8811
☎0467(54)4300〔入学センター〕
www.bunkyo.ac.jp/faculty/kyoiku/

オープンキャンパス
月10日，月15日，月
日，18日，19日，月23
日

東邦音楽大学（川越)／
東邦音楽短期大学（文京)

350−0015
112−0012

川越市今泉84（川越)／
文京区大塚−46−（文京)
事務本部入試担当

☎049(235)2157
☎03(3946)9667
www.toho-music.ac.jp/

大学：月19日， 月23日，
月15日，月26日，
31年月29日(川越)
短大：月26日， 月17日，
月14日，月25日，
31年月28日(文京)

0120(80)0082
www.shobi-u.ac.jp/

オープンキャンパス
月22日，月13日， 月
日，24日，月22日，
月日，日，18日，25日，
26日，月30日，12月16日，
31年月20日，月24日

私立大学（併設短大含む)

宮城学院女子大学学芸学部音楽科

350−1110

川越市豊田町−−
入試・広報課

271−8555 松戸市岩瀬550
入学センター

☎047(366)5551
0120(66)5531〔受験相談フリーダイヤル〕
www.seitoku.jp/

武蔵野音楽大学

176−8521 練馬区羽沢−13−
358−8521 入間市中神728

☎03(3992)1121〔代〕
☎04(2932)2111〔代〕
www.musashino-music.ac.jp/

オープンキャンパス
月17日，月15日，月
26日，10月日，12月日，
31年月24日

5
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聖徳大学音楽学部（女子)
演奏学科／音楽総合学科

オープンキャンパス
月25日，月15日，月
27日， 月10日，24日，
月日，29日，月11日，
25日，26日，月23日，10
月21日，11月17日，18日，
25日

全国音楽関係大学・短期大学一覧

尚美学園大学芸術情報学部
音楽表現学科／音楽応用学科

札幌市東区北16条東−−
入試広報課

〒

国立音楽大学

190−8520

上野学園大学音楽学部音楽学科／
短期大学部音楽科

110−8642

桐朋学園大学音楽学部
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電話／ホームページ

30年度受験講習会・説明会

立川市柏町−−
広報センター

☎042(535)0321〔代〕
www.kunitachi.ac.jp/

夏期：月日〜日
冬期：12月23日〜26日

台東区東上野−24−12
入試広報部

☎03(3842)1024
www.uenogakuen.ac.jp/

夏期：月31日〜月日
冬期：12月23日〜26日

182−8510 調布市若葉町−41−
教務課

☎03(3307)4101〔代〕
www.tohomusic.ac.jp/

夏期：月26日〜29日
冬期：12月25日，26日

東京音楽大学

171−8540 豊島区南池袋−−
総務課

☎03(3982)3186〔代〕
www.tokyo-ondai.ac.jp/

夏期：月日〜日
冬期：12月24日〜27日

日本大学芸術学部音楽学科

176−8525 練馬区旭丘
入学課

☎03(5995)8240
www.art.nihon-u.ac.jp/

夏期：月 日〜日
冬期：12月26日，27日

玉川大学芸術学部

194−8612

町田市玉川学園
入試広報課

☎042(739)8155
www.tamagawa.jp/university/

オープンキャンパス
11月11日，12月日

194−0294

町田市常盤町3758
インフォメーションセンター

☎042(797)1583
admissions.obirin.ac.jp/

オープンキャンパス
月11日，月15日，月
日，18日，19日，31年
月24日

215−8558

川崎市麻生区上麻生−11−
入試広報室

0120(86)6606
www.tosei-showa-music.ac.jp/

夏期：月日〜日
冬期：12月22日〜25日

213−8580

川崎市高津区久本
入試センター

☎044(856)2955
www.senzoku.ac.jp/

春期：月28日，29日
夏期：月日〜日
秋期：月15日，16日
冬期：12月23日〜26日

245−8650

横浜市泉区緑園−−
入試課（緑園キャンパス)

☎045(812)9183
www.ferris.ac.jp/

オープンキャンパス
月26日，月21日，月
日，月15日，12月15日

東海大学教養学部芸術学科音楽学課程

259−1292

平塚市北金目−−
入試広報課(湘南校舎)

☎0463(58)1211〔代〕
music.shc.u-tokai.ac.jp/

オープンキャンパス
月17日，月22日，月
11日，11月日

岐阜聖徳学園大学教育学部
学校教育課程音楽専修

500−8288 岐阜市中鶉−38
広報課（岐阜キャンパス)

☎058(279)6419
shotoku.jp/

入試対策講座 推薦入試
月30日，一般入試12月日
(羽島キャンパス)

名古屋音楽大学

453−8540 名古屋市中村区稲葉地町−
入試・広報センター

0120(115)796
www.meion.ac.jp/

夏期：月日〜日
冬期：12月22日〜24日

481−8503

☎0568(24)0315
www.nua.ac.jp/

夏期：月日〜日
冬期：12月22日，23日，
25日，
26日

0120(33)1791〔入試相談フリーダイヤル〕
www.kinjo-gakuin.net/

オープンキャンパス
10月20日

桜美林大学芸術文化学群音楽専修
昭和音楽大学／短期大学部音楽科
洗足学園音楽大学

フェリス女学院大学音楽学部

18/11/06 10:17

名古屋芸術大学芸術学部芸術学科音楽領域
金城学院大学文学部音楽芸術学科

所在地

問合せ先

−42−
−−

−−

北名古屋市熊之庄古井281
広報入試課（東キャンパス）

463−8521 名古屋市守山区大森
入試広報部

−1723
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〒

同志社女子大学学芸学部音楽学科

610−0395

京都女子大学発達教育学部
教育学科音楽教育学専攻

605−8501

大阪音楽大学／短期大学部
大阪芸術大学芸術学部
相愛大学音楽学部
武庫川女子大学音楽学部

神戸女学院大学音楽学部

所在地

問合せ先

電話／ホームページ

30年度受験講習会・説明会

京田辺市興戸
広報部入学課

☎0774(65)8811
www.dwc.doshisha.ac.jp/

夏期：月28日，29日
冬期：12月26日，27日

京都市東山区今熊野北日吉町35
入学センター

☎075(531)7054
www.kyoto-wu.ac.jp/

夏期：月日，日
オープンキャンパス
月10日，月日〜日，
月16日，11月日ほか

561−8555 豊中市庄内幸町−−
入試センター

☎06(6334)2131〔代〕
daion.ac.jp/

夏期：月29日〜31日
冬期：12月24日〜26日

585−8555 南河内郡河南町東山469
入試課

☎0721(93)6583
www.osaka-geidai.ac.jp/

オープンキャンパス
月20日，月15日，16日，
月 日

559−0033

大阪市住之江区南港中−−
入試課

☎06(6612)5905
www.soai.ac.jp/

夏期：月日〜日
冬期：12月22日〜25日

663−8558

西宮市池開町 −46
入試センター

☎0798(45)3500
www.mukogawa-u.ac.jp/

夏期：月日，
日，
12日
オープンキャンパス
月
日，月14日，15日，
月10日，11日，月30日

662−8505

西宮市岡田山−
入学センター

☎0798(51)8543
www.kobe-c.ac.jp/

夏期：月28日〜31日
オープンキャンパス
月17日，月29日，月
日，日，月17日ほか

710−0292 倉敷市玉島長尾3515／
倉敷市玉島長尾3524
入試広報室

0120(911)394
www.ksu.ac.jp/

講習会 月20日， 月17
日，月15日，月16日，
10月21日，11月18日，12月
16日ほか

エリザベト音楽大学

730−0016

広島市中区幟町−15
学事部企画

☎082(221)0918〔代〕
www.eum.ac.jp/

夏期：月16日〜18日
冬期：12月23日〜25日

731−0136

広島市安佐南区長束西−−
入試室

☎082(239)5171〔代〕
www.hbg.ac.jp/

夏期：月日，日
秋期：11月17日，18日

広島文化学園大学学芸学部音楽学科

770−8514 徳島市山城町西浜傍示180
入試広報部

☎088(602)8050
www.bunri-u.ac.jp/

音楽受験対策講座
日時指定なし ホームペー
ジにて申し込み

活水女子大学音楽学部

850−8515 長崎市東山手町−50
入試課

☎095(820)6015
www.kwassui.ac.jp/university/

講習会 月21日，月
日，月16日，12月日

861−3295

☎096(282)0506〔代〕
www.heisei-music.ac.jp/

オープンキャンパス
月20日， 月17日，24日，
月日，月日

平成音楽大学

上益城郡御船町滝川1658
入試センター
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徳島文理大学音楽学部音楽学科／
短期大学部音楽科

全国音楽関係大学・短期大学一覧

くらしき作陽大学音楽学部／
作陽音楽短期大学音楽学科

〒

鹿児島国際大学国際文化学部音楽学科

所在地

問合せ先

Page 8

電話／ホームページ

30年度受験講習会・説明会

891−0197 鹿児島市坂之上−34−
入試・広報課

☎099(261)3211〔代〕
www.iuk.ac.jp/

講習会 月 日〜31年
月28日
オープンキャンパス 月
22日，月日，10月日

郡山女子大学短期大学部
幼児教育学科チャイルドミュージックコース

963−8503 郡山市開成−25−
入学事務部

☎024(932)4848〔代〕
www.koriyama-kgc.ac.jp/

オープンキャンパス
月17日，月日，月
日，月 日，10月 日，
日，31年月10日

宇都宮短期大学音楽科

321−0346

☎028(648)2331〔代〕
www.ujc.ac.jp/

オープンキャンパス
月 日，月21日，月
18日，月29日

桐朋学園芸術短期大学芸術科音楽専攻

182−8510 調布市若葉町−41−
教学課入試係

☎03(3300)4252
www.toho.ac.jp/college/

夏期：月15日，16日
冬期：12月日，日

386−1214

上田市下之郷乙620
入試事務室

0120(375)901〔入試テレフォンサービス〕 オープンキャンパス
月20日， 月17日，月
www.uedawjc.ac.jp/
14日，月15日

503−8554

大垣市西之川町−109
教務・広報課

☎0584(81)6819
www.ogaki-tandai.ac.jp/

オープンキャンパス・実技
レッスン 月28日，月
27日， 月16日，月日，
22日，月25日ほか

短期大学

※平成31年度より上記に学科・コース名変更予定

上田女子短期大学
幼児教育学科芸術表現コース（音楽)
大垣女子短期大学音楽総合学科

宇都宮市下荒針町長坂3829
事務局入試係

18/11/06 10:17

常葉大学短期大学部音楽科

420−0911 静岡市葵区瀬名−22−

☎054(261)1125
www.tokoha-jc.ac.jp/

オープンキャンパス
月
24日，月22日，月26日

山口芸術短期大学芸術表現学科

754−0032

☎083(972)2880
www.yamaguchi-jca.ac.jp/

オープンキャンパス
月10日，月22日，月
19日，月30日

四国大学短期大学部音楽科

0120(65)9906
771−1192 徳島市応神町古川字戎子野123−
www.shikoku-u.ac.jp/
広報課

オープンキャンパス
月28日， 月17日，月
16日，月日，25日，
月17日

福岡女子短期大学音楽科

818−0193 太宰府市五条−16−
入試広報課

☎092(922)1491
www.fukuoka-wjc.ac.jp/

講習会
月24日，月30
日
オープンキャンパス
月15日，28日，月10日，
18日

大分県立芸術文化短期大学音楽科

870−0833

☎097(545)0542〔代〕
www.oita-pjc.ac.jp/

例年月，月に開催

山口市小郡みらい町−−
入試広報課

大分市上野丘東−11
教務学生部

8

00-02付_受験講習会日程表.mcd

学校名／学部・学科・専攻名

