
〒065-8567　北海道札幌市東区北16番東9丁目1-1

011-742-1515／011-742-1654

ongaku_ken@sapporo-otani.ac.jp

http://www.sapporo-otani.ac.jp

　 〒190-8520　東京都立川市柏町5-5-1

音楽学部　音楽文化教育学科 042-535-9500（入学センター事務室）／042-535-9675

音楽療法専修 sakaue.masami@kunitachi.ac.jp

http://www.kunitachi.ac.jp/

〒271-8555　千葉県松戸市岩瀬550

音楽学部　音楽総合学科 047-365-1111（代）／047-363-1401

音楽療法コース adc@seitoku.ac.jp

http://www.seitoku.jp/

〒350-0015　埼玉県川越市今泉84

音楽学部　音楽学科　音楽療法専攻 049-235-2157／049-235-1165

音楽療法コース info@toho-music.ac.jp

http://www.toho-music.ac.jp/

〒215-8558　神奈川県川崎市麻生区上麻生1-11-1

音楽学部　音楽芸術運営学科 044-953-1121／044-953-1311

音楽療法コース info@tosei-showa.ac.jp

http://www.tosei-showa.ac.jp/

〒259-1292　神奈川県平塚市北金目4-1-1

教養学部　芸術学科　音楽学課程 0463-58-1211（広報課）／0463-50-2097

音楽療法コース info@tsc.u-tokai.ac.jp

http://www.u-tokai.ac.jp/

〒453-8540　愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1

052-411-1115／052-413-2300

kyomu_on@meion.ac.jp

http://www.meion.ac.jp

〒481-8503　愛知県北名古屋市熊之庄古井281

芸術学部　芸術学科　音楽領域 0568-24-0315（代）／0568-24-0317

音楽ケアデザインコース cre@nua.ac.jp

http://www.nua.ac.jp

〒610-0395　京都府京田辺市興戸

0774-65-8501（音楽学科）／0774-65-8504

ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp

http://www.dwc.doshisha.ac.jp

　 〒559-0033　大阪府大阪市住之江区南港中4-4-1

音楽学部　音楽文化創造コース 06-6612-5590（代）

音楽療法専攻 webmas@soai.ac.jp

http://www.soai.ac.jp/

〒663-8558　兵庫県西宮市池開町6-46

0798-45-3580／0798-45-3568

music@mukogawa-u.ac.jp

http://www.mukogawa-u.ac.jp/~music/

〒770-8514　徳島県徳島市山城町西浜傍示180

088-602-8050／088-653-3871

imura@tks.bunri-u.ac.jp

http://www.bunri-u.ac.jp

〒861-3295　熊本県上益城郡御船町滝川1658

096-282-0506（代）／096-282-7800

koho@heisei-music.ac.jp

http://www.heisei-music.ac.jp/

〒321-0346　栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829

0120-73-8686／028-648-9870

http://www.ujc.ac.jp

〒503-8554　岐阜県大垣市西之川町1-109

0584-81-6811／0584-81-6818

info@ogaki-tandai.ac.jp

http://www.ogaki-tandai.ac.jp

♪音楽療法が学べる学校

主任 認定資格

この一覧は、2017年度に実施したアンケートに基づき、公開可能な項目を掲載した。下記表中、「受験」は日本音楽療法学会認定音楽療法士の受験資
格校の2017年度の承認を、「1種」は全国音楽療法士養成協議会認定音楽療法士1種、「2種」は同2種の認定を、「専修」は全国音楽療法士養成協議会
認定音楽療法士専修の認定をそれぞれ受けていることを示す。履修科目や単位数、修業年限などの詳細は、各校に問合せのこと。

◇学科や専攻コースがある

大学 学部・学科・コース

◆私立大学

札幌大谷大学 芸術学部　音楽学科　音楽療法コース

所在地、TEL/FAX、E-mail、URL

高田由利子

阪上正巳

原沢康明

二俣　泉

伊藤啓子

近藤真由

猪狩裕史

久保田進子

椎名亮輔

石村真紀

一ノ瀬智子

受験

受験

受験

受験

受験，1種

受験，1種

受験

2種

2種

受験

1種，専修

受験，1種，2種

受験，1種

受験

受験

◆私立短期大学

井村幸子

村橋和子

山本久美子

小西文子

相愛大学

国立音楽大学

聖徳大学

東邦音楽大学

昭和音楽大学

東海大学

名古屋音楽大学 音楽学部　音楽療法コース

名古屋芸術大学

同志社女子大学 学芸学部　音楽学科　音楽文化専攻

武庫川女子大学
音楽学部　応用音楽学科　音楽療法
専修

徳島文理大学 音楽学部　音楽学科　音楽療法コース

平成音楽大学 音楽学部　音楽学科　音楽療法コース

宇都宮短期大学 音楽科　音楽療法士専攻コース

大垣女子短期大学 音楽総合学科　音楽療法コース
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〒754-0032　山口県山口市小郡みらい町1-7-1

083-972-2880／083-972-4145

kanazawa@yamaguchi-jca.ac.jp

http://www.yamaguchi-jca.ac.jp

〒770-8514　徳島県徳島市山城町西浜傍示180

徳島文理大学 088-602-8050／088-653-3871

短期大学部 imura@tks.bunri-u.ac.jp

http://www.bunri-u.ac.jp/

〒771-1151　徳島県徳島市応神町古川字戒子野123-1

088-665-9909／088-665-8037

info-ongaku@shikoku-ac.jp

http://www2.shikoku-u.ac.jp/ongaku/

〒818-0193　福岡県太宰府市五条4-16-1

092-922-4034／092-922-6453

http://www.fukuoka-wjc.ac.jp/

〒215-8558　神奈川県川崎市麻生区上麻生1-11-1

044-953-1121／044-953-1311

info@tosei-showa.ac.jp

http://www.tosei-showa.ac.jp/graduate

〒980-0845　宮城県仙台市青葉区荒巻青葉149

教育学部中等教育教員養成課程 022-214-3300（代）

http://www.miyakyo-u.ac.jp

教育学部特別支援教育教員養成課程 〒860‐8555　熊本市中央区黒髪2-40-1

特別支援教育特別専攻科 096‐344‐2111（代）

〒061‐0293　北海道石狩郡当別町金沢1757

0133‐23‐1211／0133‐23‐3144

nyushi@hoku-iryo-u.ac.jp

http://www.hoku-iryo-u.ac.jp

〒176‐8525　東京都練馬区旭丘2-42-1

03‐5995‐8240／03‐5995‐8249

ongaku@nihon-u.ac.jp

http://www.art.nihon-u.ac.jp/music/

〒422‐8545　静岡県静岡市駿河区池田1769

054‐261‐9201／054‐263‐4763

http://www.shizuoka-eiwa.ac.jp/

〒501-3993　岐阜県関市桐ヶ丘2-1

0575-24-2211／0575-24-0077

http://www.chubu-gu.ac.jp

〒527‐8533　滋賀県東近江市布施町29

0748‐22‐3388／0748‐23‐7202

http://newton.ac.jp/bgu

〒605‐8501　京都府京都市東山区今熊野北日吉町35

075‐531‐7054（入学センター）／075‐531‐7222

nyuushi@kyoto-wu.ac.jp

http://www.kyoto-wu.ac.jp/

〒662‐8505　兵庫県西宮市岡田山4-1

0798‐51‐8550／0798‐51‐8551

http://www.kobe-c.ac.jp/

〒731‐0136　広島県広島市安佐南区長束西3-5-1

082‐239‐5171／082‐239‐2863

http://www.h-bunka.ac.jp/

〒731‐0295　広島県広島市安佐北区可部東1-2-1

082-814-9996（入試広報課）／082‐814‐3401

koho@h-bunkyo.ac.jp

http://www.h-bunkyo.ac.jp/university/

〒850‐8515　長崎県長崎市東山手町1-50

095‐822‐4107／095‐820-6033

http://www.kwassui.ac.jp/music/

〒110-8642　東京都台東区東上野4-24-12

03‐3842‐1020／03‐3843‐7548

http://www.uenogakuen.ac.jp

〒062‐0906　札幌市豊平区豊平6条6-5-1

池上学院　グローバル 011‐811‐5515／011‐811‐5301

アカデミー専門学校 iga@iga.ac.jp

http://www.iga/ac/jp/

金澤裕美子

井村幸子

小川一彦

井上幸一

日比野裕幸

藤原志帆

近藤里美

2種

2種

◇選択できる講座・科目がある

◆国公立大学

◆私立大学

熊本大学

北海道医療大学
看護福祉学部　リハビリテーション科学
部

人間社会学部　コミュニティ福祉学科

中部学院大学 人間福祉学部　人間福祉学科

◆私立大学大学院

昭和音楽大学大学院
音楽研究科　音楽芸術運営専攻（音楽
療法）

伊藤啓子 受験

𡈽野研治

山田美代子

和田玲子 1種

木村敦子

受験

◆私立短期大学

◆その他の教育機関

びわこ学院大学 教育福祉学科　子ども学科

京都女子大学
発達教育学部　教育学科　音楽教育
専攻

神戸女学院大学 音楽学部　音楽学科

芸術学部　音楽学科　音楽教育コース日本大学

静岡英和学院大学

2種

2種

中山晶世 2種

小川いづみ

2種古賀幹敏

山口芸術短期大学 芸術表現学科　音楽コース

音楽科　音楽療法コース

四国大学短期大学 音楽科　ビジネス・音楽療法コース

福岡女子短期大学 音楽科　音楽療法コース

宮城教育大学

音楽療法学科（3年制）

広島文化学園大学 学芸学部　音楽学科

人間科学部　人間福祉学科広島文教女子大学

活水女子大学 音楽学部

上野学園大学短期大学部 音楽科

2 / 3 ページ



　 〒310‐0844　茨城県水戸市住吉町269-3

茨城音楽学園 029‐248‐0521（代）／029‐248‐0522

茨城音楽専門学校 webmaster@i-music.ac.jp

http://www.i-music.ac.jp/

〒350‐0033　埼玉県川越市富士見町11-25

049‐226‐3811／049-226‐9011

info@ongaku-ryohou.co.jp

http://www.ongaku-ryohou.co.jp/

〒154‐0001　東京都世田谷区池尻3-28-8

03-5431-8085／03-5430-8020

contact@kma.co.jp

http://www.kma.co.jp/

〒150‐0044　東京都渋谷区東3-22-14　渋谷松原ビル2F

0120-410-115／03-3462-5543

mail@jtma.biz

http://www.jtma.biz

〒171-0033　東京都豊島区高田3-6-15

0120‐166‐255／03‐3982‐2511

center@nippku.ac.jp

http://www.nippku.ac.jp/

〒171‐0031　東京都豊島区目白5-20-24

東京心理音楽療法福祉 音楽療法学科（3年制） 03-5996-2511／03-5996-9871

専門学校 音楽療法専攻学科（2年制） info@ikueigakuen.ac.jp

http://www.ikueigakuen.ac.jp

〒386‐0012　長野県上田市中央3-8-1

0268-24-2952／0268-24-2952

jim5@nagano-iryoueisei.ac.jp

http://www.nagano-iryoueisei.ac.jp/

〒441-3421　愛知県田原市田原町中小路11-1

0531-22-3939／0531-22-7340

info@tchs.ac.jp

http://www.tchs.ac.jp

〒604-8006　京都府京都市中京区御池通河原町東入　御池阪急ビル8F

075-211-4556／075-211-6324

ongakuin@jeugia.co.jp

http://www.jeugia.co.jp/ongakuin/

〒675-0022　兵庫県加古川市尾上町口里451-34

ミュージックインストラクターズ 0120-42-3331、079-424-7552（加古川校）／079-424-7554
養成学院　大阪校、加古川校、東京
校

info@music-instoractors.com

http://www.music-instoractors.com/

音楽之友社　出版部「音楽療法の広場」係 ontomo_mt@ongakunotomo.co.jp

吉村奈保子 受験

佐々木良江

平野夏子

柏原　純子

西沢　泉 受験

髙橋多喜子 受験音楽療法科

国際音楽療法専門学院
音楽療法学科、音・楽（おと・らく）トレー
ナー養成講座

国立音楽院 音楽療法学科

日本ピアノ調律・音楽学院
音楽療法・技法講座（Ⅰ・A高齢者，
Ⅱ・B子供～青年・リトミックコース）

音楽療法士資格取得コース（通信教
育）

♪掲載項目の変更、またはこの一覧以外で、音楽療法を実施している学校がございましたら、随時ご連絡ください。アンケート用紙をお送りします。

日本福祉教育専門学校 社会福祉学科音楽療法コース

長野医療衛生専門学校 音楽療法士学科

田原市立田原福祉専門学校 介護福祉学科

京都音楽院
指導者養成科　音楽療法コース・音楽
療法マスターコース

後藤浩子

増田光音
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