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本学の基本的理念
自由，自主，自律の精神を以て良識ある音楽家，教育家を育成し，日本および世界の
文化の発展に寄与する。
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個人情報の取り扱いについて

出願および入学手続きにあたって記入していただいた氏名，住所その他の個人情報は
①入学試験実施（出願処理，実施要項送付，試験実施）
②合否通知，入学手続き書類の送付
③学生の福利厚生に資する情報の提供
④学業および学生生活に関する管理，連絡および手続き
⑤大学の施設・設備の使用に関する管理，連絡および手続き
⑥本人および保証人への連絡，送付する各種書類の発送
⑦個人を特定しない統計処理
これらに付随する事務処理を行うために利用します。
なお，不要となった情報の確実な破棄をはじめとし，提出された個人情報は個人情報保護法に則った万全の体制で管理いたします。
また，進路指導上，教育上の必要に応じて，受験者の入試結果および成績概要，在学中の履修状況や進路状況等を出身校にお知ら
せすることがありますのでご了承ください。その際は本学と出身校において守秘を前提とした万全の措置のもとに行います。

国立音楽大学アドミッション・ポリシ一
本学部は，以下のような人を入学者として受け入れる。
1. 自らの意思で行動し，自主的かつ自律的に学修する意欲のある人
2. 教職員や他の学生と協調して学び，生活することで，自己を高める意欲のある人
3. 大学入学前に必要とされる基本的な知識・技能を身につけている人
4. 大学での学修を通して，専門的な知識・技能，高度な思考力・表現力を修得する意欲のある人
5.  将来，日本や世界の幅広い分野で，音楽家，教育家として，あるいは音楽による社会活動を通して，社会に貢献 
する意欲のある人

試験場

選考方法

合格発表・入学手続

納入金

● すべての試験において，アドミッションポリシーに基づいて学力の3要素（知識・技能， 思考力・判断力・表現力，主体
性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）を多面的かつ総合的に評価します。

　（1）知識・技能
　　　  調査書の評定，楽典，演奏，作曲，国語，外国語等によって評価します。
　（2）思考力・判断力・表現力
　　　  調査書に記載された事項，演奏，作曲，志望理由書，国語，外国語等によって評価します。
　（3）主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
　　　  調査書に記載された事項，面接，グループ・ディスカッション等によって評価します。
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1 ．趣旨
　短期大学音楽系学科卒業者および大学の音楽系学部等で2年次以上学修した者を対象にし，本学のアドミッション・ポリシー
に相応しい学生を募集し，本学学部の教育研究の活性化を図る。

2 ．出願資格
　 　次の各号のひとつに該当する者で，かつ出願する学科・専攻・専修に応じて，表1に記載された科目の単位を出身学校にお
いて取得しているか，または2022年3月までに取得見込みであること。
　　なお，出願できる学科・専攻・専修は，原則として，出身学校における専門分野・専攻楽器などと同じであること。
　①短期大学音楽系学科を卒業した者。（卒業見込み者を含む。）
　②本学以外の大学の音楽系学部第2年次以上を修了した者。（60単位以上取得済みであること。また第2年次修了見込み者を含
む。）

　③コンピュータ音楽専修および音楽情報専修においては，短期大学を卒業した者。（卒業見込み者を含む。）または本学以外の
大学の第2年次以上を修了した者。（60単位以上取得済みであること。また第2年次修了見込み者を含む。）出身学部，学科を
問わない。

　④音楽教育専修においては，①または②，もしくは大学の教育学部音楽系専攻第2年次以上を修了した者。（60単位以上取得
済みであること。また第2年次修了見込み者を含む。）出身学校の専門分野・専攻楽器を問わない。

　⑤幼児音楽教育専攻においては，短期大学の保育・幼児・初等教育系学科を卒業した者。（卒業見込み者を含む。）または，大
学の保育・幼児・初等教育系学部第2年次以上を修了した者。（60単位以上取得済みであること。また第2年次修了見込み者 
を含む。）

　※外国の大学，短期大学，およびその日本校出身者は出願資格がありません。

　表1

学科・専攻・専修
音楽基礎科目

［ソルフェージュ・
和声・音楽史など］

専攻実技
専攻科目

一般教養
保健体育科目

外国語
［同一言語］

演奏・創作学科 声楽専修

6単位以上 8単位以上

8単位以上 2単位以上

鍵盤楽器専修
弦管打楽器専修※1

ジャズ専修※2

作曲専修
コンピュータ音楽専修 ― ―

音楽文化教育学科 音楽教育専修
6単位以上

―
音楽療法専修 ―
音楽情報専修 ― ―
幼児音楽教育専攻 ― ―

　※1　弦管打楽器の内容
　　　 弦楽器（ヴァイオリン，ヴィオラ，チェロ，コントラバス，ハープ）
　　　 管楽器（フルート，オーボエ，クラリネット，サクソフォーン，ファゴット，ホルン，トランペット，トロンボーン，
　　　　　　　 ユーフォニアム，チューバ）
　　　 打楽器
　※2　ジャズの内容
　　　 ピアノ，ベース，ドラムス，ギター，サクソフォーン，トランペット，トロンボーン
　（注意）
　・ 表1に掲げた科目の単位を取得見込みで出願し合格した者で，その後短期大学（大学）を卒業，または大学第2年次が修了と
なった場合でも，表1の科目の単位数を満たせなかった者は，本学入学後3年間以上の修学期間を要することになります。

　・ 入試合格後，本学の基礎課程修了者（第2年次修了者）と同等程度の能力を診断するために「音楽基礎試験」を受験しなくて
はなりません。万が一，一定の成績に達していない場合には，該当科目を履修しなくてはなりません。またそれによって，本
学入学後3年間以上の修学期間を要する場合もあります。

　・入学した年度以降に，基礎科目「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」の単位（各1単位）を取得しなくてはなりません。
　・ 修学期間については，入試合格後の「音楽基礎試験」の結果と，修了・卒業見込み者は最終的な単位取得状況によって，認
定単位数を決めますので，受験前にお問い合わせいただいてもお答えすることはできません。

3 ．募集学科・募集人員
募集学科 募集人員

全学科・専修（専攻） 若干名

4．選考日程
①Ａ日程
（1）出願資格事前審査　2021年7月1日（木）～9月6日（月）［期間内必着］
（2）Web出願登録期間　2021年11月1日（月）9時～11月5日（金）23時59分
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（3）入学検定料支払期間　2021年11月1日（月）9時～11月5日（金）23時59分
（4）出願期間　2021年11月1日（月）～11月5日（金）［消印有効］
（5）試験日程　2021年11月27日（土）～11月28日（日）　※予備日：11月26日（金）
②Ｂ日程
（1）出願資格事前審査　2021年10月1日（金）～12月6日（月）［期間内必着］
（2）Web出願登録期間　2022年1月11日（火）9時～1月17日（月）23時59分
（3）入学検定料支払期間　2022年1月11日（火）9時～1月17日（月）23時59分
（4）出願期間　2022年1月11日（火）～1月17日（月）［消印有効］
（5）試験日程　2022年2月14日（月）～2月16日（水）
※上記期間内に郵送された書類のみ有効。速達簡易書留にしてください。
 ※Web出願登録期間最終日に出願登録した場合，入学検定料支払期限および出願書類有効消印日いずれも同日までとなります
ので注意してください。
 ※出願には事前審査が必要になります。詳しくは「5．出願資格事前審査」をご参照ください。

5．出願資格事前審査
　編入学試験の出願を希望する方は，本学公式Webサイト（※）から事前審査をお申し込みの上，3日以内必着で必要書類を，
速達簡易書留で送付してください。
　※本学公式Webサイト　https://www.kunitachi.ac.jp/より，
　TOPページ → 入学案内 → 音楽学部 入学案内 → 編入学試験       

●出願資格事前審査受付期間
　Ａ日程　　2021年7月1日（木）～9月6日（月）［期間内必着］
　Ｂ日程　　2021年10月1日（金）～12月6日（月）［期間内必着］

●必要書類
（1）事前審査料10,000円分の郵便為替（受取人氏名欄は記入しないこと。）
（2）卒業・修了（見込）証明書または在学証明書または退学を証明する書類
（3）成績・単位修得（見込）証明書
（4）（現在，大学や短期大学に在学中の方のみ）2021年度履修科目報告書
※所定用紙あり。本学公式Webサイト（https://www.kunitachi.ac.jp/）よりダウンロードしてください。
　　　TOPページ → 入学案内 → 音楽学部 入学案内 → 編入学試験ページ内→ 
※婚姻等により各種証明書の氏名が異なる場合は，同一人であることを証明する公文書を添付してください。
※（1）～（4）以外に別の書類が必要になった場合は，個別に連絡いたします。

●書類提出先
　　〒190-8520　東京都立川市柏町5-5-1
　　国立音楽大学　入試センター
　　TEL　042-535-9536（直通）

6．出願手続
①Web出願登録
　Web出願登録期間内に本学Webサイト（https://www.kunitachi.ac.jp/）（入学案内＞音楽学部 入学案内＞編入学試験＞Web
出願）から「Web出願サイト」にアクセスし，試験/学科専修選択および個人情報登録を済ませてください。
※出願登録にはパスワードが必要です。（事前審査合格者にのみ通知します。）

【Web 出願登録時に入力いただくメールアドレスについて】
 　オンライン方式を選択する場合，Web会議サービス“Zoom”や Google フォーム等を使用します。接続テストや，当日の入
試で実際にアクセスしていただく URL 等を，Web 出願登録時に入力いただいたメールアドレス宛に連絡しますので，当日使
用する機器（PC，タブレット，スマートフォン等）が受信できるアドレスであることを，必ずご確認ください。原則，出願登
録後のメールアドレスの変更はできません。

【顔写真について】
　正面上半身，脱帽，背景なし，カラー（白黒は不可），JPG形式（データサイズ100KB以上5MB以下），出願期間から数えて
3ヶ月以内に撮影した，受験用にふさわしいものをご用意ください。提出された写真は合格後学生証に使用しますので，以下の
ような写真は避けてください。出願登録後の変更はできません。
1）プリントされた写真をスマートフォン等で撮影（複写）したもの
2）不鮮明なもの
3）メガネのレンズに光りが反射したもの
4）前髪が長すぎて目元がみえないもの
5）頭部が切れてしまっているもの
6）画面に占める顔の割合が極端に小さいもの
7）風景，カーテン等を背景にしたもの
8）その他，容易に人物が特定できないもの
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②入学検定料の支払い
　入学検定料の支払いは，①（1）～（3）Web出願登録が完了してから行ってください。

入学検定料　33,000円
＊入学検定料の他に別途手数料が必要となります。
＊出願後に受験資格がないことがわかった場合，33,000円を返金します。
＊Ａ日程を受験し不合格となった者がＢ日程に出願する場合も，検定料は33,000円となります。（再度の事前審査は不要。）

入学検定料支払期間
　Ａ日程　2021年11月1日（月）9時～11月5日（金）23時59分
　Ｂ日程　2022年1月11日（火）9時～1月17日（月）23時59分

・支払方法
 コンビニエンスストア（セブン-イレブン，ファミリーマート，ローソン，ミニストップ，セイコーマート，デイリーヤマザキ・
ヤマザキデイリーストア）
 クレジットカード
 郵便局・銀行ATM（Pay-easy対応ATM）
※入学検定料の金額と支払方法によって手数料が異なります。
※いったん納入された入学検定料は返還いたしません。

③出願書類の郵送
　出願書類は原則郵送となります。（大学の窓口では受け付けません。）
　入学検定料の支払い完了後，「Web出願サイト」および本学Webサイトから必要書類と宛名ラベルを印刷し，市販の角2封筒
に宛名ラベルを貼付の上，出願する専修（専攻）等に応じたすべての出願書類を封筒に入れ，郵便局で速達簡易書留にしてく
ださい。（消印有効。）
・一度提出された書類は，変更，追加，および返却はできません。
 ・身体に障害があり，受験に際して特別な配慮を必要とする場合は，Ａ日程は2021年9月24日（金）までに，Ｂ日程は2021年
11月19日（金）までに入試センター（042-535-9536直通）へ申し出て相談してください。

出願に際しての注意
●登録内容に誤りがある場合は，入学検定料を支払わずに最初から登録し直してください。
 ●入力する氏名は，必ず戸籍と同一の氏名にしてください。ただし，漢字等で入力できない文字については，代替の漢字（な
　ければカナ文字）を入力してください。

手順
（1）「Web出願サイト」にアクセスする。
（2）【出願登録】入力画面に沿って入力，登録を進める。
・志望する試験種別を選択する
・志望する専修（専攻）等を選択する
・個人情報等を入力する　
　　　　※受信確認メールが届くことを確認する
　　　　※顔写真データ（カラーに限る）を用意し，画面の指示に従いアップロードする
（3）登録内容確認画面において，入力した内容をよく確認し，誤りがないことを確認した上で登録を確定する。
（4）入学検定料の決済を行う。
　　　　※登録したメールアドレスに出願登録案内メールおよび支払完了メール（クレジットカード決済の場合は支払完
　　　 了メールのみ）が届くことを確認する。

（5）登録が完了すると「マイページ」へのアクセスが可能となり，各種書類ダウンロードや宛名ラベルの印刷が可能となる。

7．出願先
〒190-8520 東京都立川市柏町5-5-1
　　　　　 国立音楽大学　入試センター
TEL 042-535-9536（直通）

8．出願書類
出願に必要な書類は下記の通りです。不備があると受験できなくなりますので注意してください。
　1 ．志願票
※2 ．志望専修記入票
※3 ．作曲作品
※4 ．コンピュータ音楽作品
※5 ．音楽情報小論文
※6 .（入学後，教職課程履修希望者のみ）学力に関する証明書
※7 .（入学後，教職課程履修希望者のみ）取得済の教員免許状の写し
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【注意】
●※印については該当する方のみ提出してください。

本学所定用紙は，本学Webサイト（https://www.kunitachi.ac.jp/）（入学案内＞音楽学部 入学案内＞編入学試験）からダウンロード ●
してください。

※8.  （オンライン方式選択者のみ）Zoom接続テスト希望日時記入票
※9.  （オンライン方式選択者のみ）同意書 
※10. （オンライン方式選択者で，メディアでの提出を選択する者のみ）演奏動画メディア

　1 ．志願票
　　志願票は「Web出願サイト」から印刷してください。必ずカラープリンターで印刷してください。（白黒印刷不可。）
※2 ．志望専修記入票

・該当する欄に記入し，志願票とともに提出してください。
・作曲専修，音楽教育専修，音楽療法専修，幼児音楽教育専攻の志願者は提出不要。

・志望専修記入票は本学Webサイト（入学案内＞音楽学部 入学案内＞編入学試験）からダウンロードしてください。
※3 ．作曲作品
・作曲専修受験者のみが提出。
※4 ．コンピュータ音楽作品
・コンピュータ音楽専修受験者のみが提出。
※5 ．音楽情報小論文
・音楽情報専修受験者のみが提出。
※6 ．（入学後，教職課程履修希望者のみ）学力に関する証明書
・これまでに所属した大学・短期大学すべての証明書を提出。
※7 ．（入学後，教職課程履修希望者のみ）取得済の教員免許状の写し
・2022年3月取得予定者は，取得見込証明書を提出。

※8 ．（オンライン方式選択者のみ）Zoom接続テスト希望日時記入票
　・本学所定用紙。

　・YouTubeへのアップロードを選択する場合も出願期間内のアップロードが必要です。

※9 ．（オンライン方式選択者のみ）同意書
　　・本学所定用紙。
※10 ．（オンライン方式選択者で，メディアでの提出を選択する者のみ）演奏動画メディア
　・オンライン方式を選択した方で，演奏実技試験等で動画の提出を指示されている場合，メディアでの提出を選択する方
　　は志願票とともに提出してください。詳細はp.16を参照してください。

＊教職課程を履修しても，単位の取得状況により卒業時に教員免許状を取得できない可能性があります。

健康診断書
健康診断書は，出願時に提出する必要はありませんが，入学後に実施する学生定期健康診断を必ず受診してください。
  
受験票印刷
受験票は，出願受理後「Web出願サイト」にて，Ａ日程は2021年11月19日（金）午前9時，Ｂ日程は2022年1月26日（水）午前
9時から印刷できるようになります。各自でA4サイズのコピー用紙（白色）にカラー印刷（白黒印刷不可）の上，試験当日に必
ず持参してください。

受験票印刷後，記載内容について必ず確認してください。「Web出願サイト」で登録した内容と受験票の記載内容が異なる場 ※
合，受験票の印刷可能日時になっても受験票が印刷できるようにならない場合は，至急本学入試センター宛に連絡してください。
本学からの郵送は行いません。 ※
Web出願登録した際の受付番号と受験番号は異なりますので，ご注意ください。 ※

【推奨するパソコン環境について】
・推奨するWebブラウザ
　　　　◦Internet Explorer 11.x（互換表示非推奨）
　　　　◦Microsoft Edge（互換表示非推奨）
　　　　◦Google Chrome 最新バージョン
　　　　◦Safari 最新バージョン
※Windows8.xのInternet Explorerをご利用の場合，デスクトップから起動してください。
※Internet Explorerの互換表示モードはデザインが崩れる可能性があります 。
・複数のタブを開いた状態での操作はできません。
・スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末は，ブラウザの種類によっては正常に動作しない可能性があります。
・印刷をするための印刷機能を必要としますので，パソコンからのご利用をお勧めいたします。

【出願前の準備や確認】
・PDFを表示するにはアドビシステムズ社のAdobe Acrobat Readerが必要です。
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【ブラウザ設定の注意点】
・Cookie（クッキー）
Web出願サイトでは登録情報を一時的に保存するために，Cookie（クッキー）という機能を使用しております。
必ずブラウザの設定を「Cookieを受け付ける（有効にする）」設定にしてください。
これは，個人情報を保持するものではないのでご安心ください。
JavaScript（ジャバスクリプト）・
登録の際の利便性を高めるために，JavaScriptという機能も使用しています。
以下を参照し設定を有効にしてください。

【Internet Explorer 11.xの場合】
◦Cookieの有効化
「ツール」⇒「インターネットオプション」⇒「プライバシー」⇒「詳細設定」をクリック⇒「ファーストパーティのCookie」「サー
ドパーティのCookie」で「承諾する」を選択し，その下にある「常にセッションCookieを許可する」にチェックを入れます。
◦JavaScriptの有効化
「ツール」⇒「インターネットオプション」⇒「セキュリティ」⇒「レベルのカスタマイズ」を選択し，「スクリプト」⇒「ア
クティブ スクリプト」項目を「有効にする」を選択します。
◦TLSの有効化
「ツール」⇒「インターネットオプション」⇒「詳細設定」を選択し，［TLS 1.0 を使用する］［TLS 1.1 の使用］［TLS 1.2 の使用］
を全てチェックします。

【Edgeの場合】
◦Cookieの有効化
Edgeの設定アイコン「…」（詳細）ボタンをクリックし，「設定」をクリックします。
「プライバシーとセキュリティ」をクリック⇒Cookieの項目を「Cookieをブロックしない」を選択します。

【Google Chromeの場合】
◦Cookieの有効化
Google Chromeの設定アイコンchrome_setting をクリックし，「設定」をクリックします。
ページの下側で「詳細設定を表示」をクリック⇒「プライバシーとセキュリティ」セクションで「サイトの設定」をクリッ
ク⇒「Cookieとサイトデータ」をクリック⇒「ブロック中」の横に表示されるスイッチをオンにします。
◦JavaScriptの有効化
Google Chromeの設定アイコンchrome_setting をクリックし，「設定」をクリックします。
ページの下側で「詳細設定を表示」をクリック⇒「プライバシーとセキュリティ」 セクションで「サイトの設定」をクリッ
ク⇒「JavaScript」内の「ブロック中」の横に表示されるスイッチをオンにします。

【Safariの場合】
◦Cookieの有効化
メニューバーの「Safari」をクリックし，「環境設定...」をクリック，「プライバシー」をクリックし，「Cookieをブロック」項
目の「知らないサイトや広告のみ」にチェックします。
◦JavaScriptの有効化
メニューバーの「Safari」をクリックし，「環境設定...」をクリック，画面上部の「セキュリティ」アイコンをクリック，「Web
コンテンツ」の項目で「JavaScriptを有効にする」にチェックします。

【自宅にパソコンやプリンターがない場合】
・ご自宅以外のパソコンやプリンターを使ってご出願ください。
ご自宅以外のプリンターを使用する場合，出願申込・入学検定料支払い完了後に再度インターネット・プリンターの整っ
ている環境からマイページにログインし，印刷してください。

【出願時に登録するメールアドレスについて】
・出願時に登録頂くメールアドレス宛に出願登録完了の通知「出願登録案内メール」や入金確認の通知「支払完了メール」
が送信されます。
メール本文に含まれるリンクの画面は，パソコン上で開く必要があるのでパソコン用のメールアドレスを推奨します。
なお，フリーメール（yahoo!やgoogleなど）のアドレスもご利用可能です。
※携帯電話のメールアドレスですと受信できない可能性があります。

【メールが届かない場合】
・登録したメールアドレスの入力間違いが考えられます。
また，メール配信の回線経路やメールサービス側の負荷などにより，多少時間がかかることがあります。
もしくは，受信テストのメールがウイルスメールや迷惑メールと判断され，通常の受信ボックスに届かずにご覧いただけ
ないケースや，メール自体が届かない場合があります。
他の受信フォルダを確認いただくか，ドメイン（@kunitachi.ac.jp）解除設定対応をお願いします。
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【出願に際しての注意】
・出願資格を満たしていることを確認してください。
・出願書類が不備の場合には受理ができないことがありますので，十分注意してください。
・出願書類受付期間内に出願書類を郵送してください。
締切日は入試種別によって異なりますので，必ず要項等をご確認ください。
郵送を忘れるとインターネット手続は無効になり出願したことになりませんのでご注意ください。
・出願書類及び入学検定料は，一切返還しません。

【出願の入力をいったん中断する場合】
・一度ブラウザを閉じた場合や入力をせず30分が経過した場合は，初めから出願登録をする必要がありますのでご注意くだ
さい。

【氏名や住所の漢字が入力できない場合】
・氏名や住所などの個人情報を入力する際に，漢字が入力できない場合は代替文字かカタカナで入力してください。
例）　髙木→高木　　山﨑→山崎　　（ローマ数字）Ⅲ→（アルファベットのアイ）III

【出願内容を確認する場合】
・マイページの出願履歴，または，入学志願票からご確認ください。

【出願登録後，入力内容の誤りに気付いた場合】
・入学検定料のお支払い前であれば，改めて初めから入力し直し，新たに発行された決済番号で入学検定料をお支払いくだ
さい。
・入学検定料お支払い後の場合，ご自分で入力内容の変更はできません。
個人情報の変更に関しては，入試センター（042-535-9536）までご連絡ください。
入学検定料のお支払い後に，受験する入試，志望学部学科，試験科目等の出願内容の変更はできません。

【出願書類の印刷方法について】
・入学志願票等をマイページからダウンロードし，印刷してください。
この時「ページ処理」での，ページの拡大/縮小は「なし」，自動回転と中央配置にチェックを入れて印刷してください。
「用紙に合わせる・大きいページを縮小」などとした場合，正式に受付けられないことがあります。
・片面印刷にしてください。（両面印刷は不可）
・印刷の際には，以下の要件を満たす紙を使用してください。

◦白い普通紙：普通紙にもメーカーによって固有の名前をつけているものがあり，「普通紙」という表示がないものがありま
すが，一般的には普通紙，PPC用紙，OA共用紙，コピー用紙などと表示されています。白色のものを使用してください。
使用してはいけない紙：フォト用紙，マット紙，光沢紙，厚みのある用紙，色の付いた用紙，切り取りミシンの入った紙
◦A4サイズ：A4サイズとは，サイズが「210mm×297mm」のものです。
文房具店，コンビニエンスストア等で購入してください。

【出願書類の提出方法について】
・出願書類の準備が整ったら，マイページより「宛名ラベル」を印刷し，市販の封筒（角形2号サイズ：240mm×332mm）
に貼り付けて速達簡易書留にてご郵送ください。
・A4サイズの書類は折り曲げずに封筒に入れてください。
　A3サイズの書類は2つ折りにして封筒に入れてください。

【入学検定料支払いに際しての注意】
・「コンビニエンスストア」，金融機関ATM「Pay-easy」もしくは「クレジットカード」でのお支払いが可能です。
「コンビニエンスストア」，「Pay-easy」でお支払いに行くとき，持参するものは次の通りです。
◦入学検定料（別途手数料が必要です）
◦決済番号
◦本人控え
・支払方法を選択後に画面に表示される「決済番号」をメモするか画面を印刷してください。
（「本人控え」や「出願登録案内メール」でも確認できます。）
入学検定料受付期限を過ぎてからの入金はできません。出願登録後，「出願登録案内メール」をチェックしお支払いください。・
なお，お支払いの際に，別途手数料及び消費税が掛かります。

・支払方法を選択したあとに，支払方法の変更はできません。
変更したい場合，改めて初めから入力し直してください。

・領収書（レシート・バウチャー等）は大切に保管してください。出願書類に同封しないでください。

◦レジに決済番号を持って行き支払うコンビニエンスストア
　セブン-イレブン　　デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストア
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◦店内の端末を利用して支払うコンビニエンスストア
ローソン　　ミニストップ　　ファミリーマート　　セイコーマート

◦金融機関でペイジーマークの付いているATMで支払う
利用可能なATMは下記URLの「ATM でペイジーが使える金融機関を探す」からご確認ください。
https://www.pay-easy.jp/where/

【受験票について】
・受験票は郵送しません。マイページから各自A4サイズの用紙（コピー用紙可）にカラー印刷をしてください。

　

9．試験場
　　本学：国立音楽大学　　東京都立川市柏町5-5-1

試験場，控室，練習室貸出等の詳細は，あらかじめ試験日前までに一斉メールでお送りする実施要項でお知らせします。
（出願登録時に登録いただいたメールアドレス宛に送信します。万一届かない場合は，A日程は11月25日（木），B日
程は2月9日（水）までに入試センターまで照会してください。）

試験当日の注意  ●試験場付近への付き添いの方の立ち入りは，固くお断りいたします。
 ●服装は自由です。
 ●受験者は，特に指示のない限り，30分前に所定の控室，試験場に入室（オンライン方式の場合は，
　受験できる状態で待機）してください。遅刻は失格とします。
 ●伴奏者は，特に指示のない限り，30分前に所定の控室に入ってください。（同伴する場合のみ。）
 ●受験票は常に携帯し，学科試験受験中は机上に置いてください。
 ●受験票を紛失，あるいは忘れた場合は入試センターに申し出てください。
 ●試験場には筆記具を持参してください。
 ●下敷は使用できません。
 ●時計は計時機能だけのものとします。
 ●携帯電話・スマートフォン等は，試験場および控室では電源を切ってください。ただし，オンラ

 ●試験場内では，試験問題の内容に関する質問には一切応じません。

　イン方式において，各試験の実施や本人確認のために指示されている範囲内でスマートフォンを
　使用する場合は，その限りではありません。

 ●試験中に気分が悪くなったり，身体の具合が悪くなった時は監督者に申し出てください。
 ●遺失物は，総務課（042-535-9508直通）に問い合わせてください。

 ●昼食は必要に応じて持参してください。学内の食堂は営業していない場合がありますので，実施
　要項でご確認ください。

←至拝島

至立川北駅

国立音楽大学

砂川五番
砂川七番 多摩モノレール

バイパス

五日市街道

至高田馬場→

玉川上水駅

桜街道

新青梅街道

西武拝島線

★
本学

拝島
玉川上水

西武拝島線

萩山

至青梅
青
梅
線

多摩
モノレール

立川

至高尾
至多摩
センター

南　武　　線

国分寺 中央線

小川
立川北

分倍河原

京王
線

東京
モノレ

ール

新宿

羽田空港
浜松町

西武新宿線 高田馬場
西武新宿

山手線

上野

秋葉原

神田
東京

□交通案内
　　　西武新宿駅
　　　高田馬場駅
　　　国分寺駅（多摩湖線）　萩山
　　　国分寺駅（国分寺線）　小川
　　　立川北駅─玉川上水駅下車
　　　　（多摩モノレール）

（西武新宿〔拝島〕線）
玉川上水駅下車

玉川上水
駅 下 車

徒歩
7分

●

●

●

●

●

案　内　図
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● 課題内容については，各該当ページをご覧ください。

● 受験準備講習会で開催される楽典の講座を受講し，その中で行われる「くにおん楽典検定」の結果によって，入試時の楽典
試験が免除となります。詳細は受験準備講習会要項をご覧ください。

●楽典の試験内容は以下の通りです。

通常通りの方式（紙での筆記試験）。
Web会議サービス“Zoom”およびGoogleフォームを使用して実施します。詳細は実施要項で確認すること。
譜例があるため，なるべくモニター画面が大きいパソコンまたはタブレットを推奨します（スマートフォン
でも受験は可能ですが，画面が小さいためスクロール回数が多くなります）。 

※「くにおん楽典検定」合格者で，出願時に申請をした受験生は楽典の試験は受験不要。

 

10．選考方法
専攻科目，面接，楽典，書類審査で選考します。各専修（専攻）の試験科目は以下の通りです。
※対面方式とオンライン方式の併用で実施します。出願時にいずれかの受験方式を選択していただきます。

志望
学科 専修（専攻） 専攻科目 楽典

作
創
・
奏
演

声楽 専門実技　　面接 ◯
ピアノ・オルガン 専門実技　　面接 ◯
電子オルガン 専門実技　　面接 ◯
弦管打楽器 専門実技　　面接 ◯
ジャズ 専門実技　　面接 ◯
作曲 作品提出　　面接 ―

コンピュータ音楽
口述試験（作品提出および提出物に関するプレ
ゼンテーション）
小論文の提出　面接

◯

育
教
化
文
楽
音 音楽教育 小論文の提出　面接（弾き歌い実技含む）　 ◯

音楽療法 小論文　面接（弾き歌い実技含む）　　 ◯

音楽情報 小論文の提出　 面接（出身学部・学科等が音楽系
以外の場合は演奏含む） ◯

幼児音楽教育 小論文の提出　面接（弾き歌い実技含む）　　 ◯

●入学手続
入学手続所定期間内に納入金を払い込み，「入学手続サイト」で入学時情報入力を行い，必要書類を提出し，すべての手続が完
了した方に入学を許可します。
・学費納入期間（銀行振込）
　Ａ日程　2021年12月3日（金）～12月10日（金）
　Ｂ日程　2022年2月19日（土）～2月28日（月）
・入学書類手続期間
　2022年2月19日（土）～2月28日（月）［消印有効］
・入学時情報登録期間
　2022年2月19日（土）10時～2月28日（月）23時59分

本編入学試験合格者については，本学コース制度の履修は原則4年次より可能となります。（3年次からの履修は不可。）※
　また，本学学寮へは入寮できません。（1年次入学者に限る。）

 
11．合格発表・入学手続
●合格発表
　Ａ日程　2021年12月3日（金）10時
　Ｂ日程　2022年2月19日（土）10時
マイページ内「合否照会サイト」において合否を発表いたします。マイページへのリンクは出願登録案内／支払完了メールに
記載されています。また，受験者へは別途Web出願登録時に入力いただいた住所に結果を送付いたします。

〔注意事項〕
＊合否について，電話等での問い合わせには一切応じられません。
＊受験票は入学手続時まで保管してください。
＊開始直後はアクセスが集中しサーバーが混み合うため，画面表示が遅くなる場合があります。

○結果通知は受験者全員に速やかに発送します。（窓口配付は一切行いません。）
○入学手続書類はマイページ内「入学手続サイト」からダウンロード可能となります。
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12．納入金
　下記の金額は2022年度のものです。（変更することもあり得ますので，あらかじめご了承ください。）

（単位：円） 

入学初年度（年額）次年度以降（年額） 摘　　　　　　要

入 学 金 2,200,000 　  ── 入学の登録料および入学手続料

授 業 履 修 費 1,250,000 1,250,000 教員をはじめとする人的費用に充当するもの

施 設 設 備 費 2,500,000 1,500,000 現状および将来計画に係る学校施設や設備に要
する費用

維 持 運 営 費 2,300,000 1,300,000 上記以外の教育活動全般に係る運営経費

（小　　計） （2,250,000） （2,050,000）

後 援 会 費 2,417,000 1,817,000 学生の勉学生活を支援する保証人（保護者）組
織「後援会」の会費

合　　計 2,267,000 2,067,000

納入金は前期，後期の2回分納となります。
・前期分：1,242,000円（入学手続時）
・後期分：1,025,000円（10月末日）
　次年度以降も前期，後期の2回分納となります。
※4年次には，上記以外に本学の同窓会である同調会の入会金20,000円の納入を要します。（在学中1回のみ。）
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13．試験内容
◇演奏・創作学科

専修（専攻） 専攻科目 試験内容および課題曲等

声 楽 専 修 専門実技

面 接

ピ ア ノ
専門実技

面 接
※対面方式の面接は，専門実技の後に行います。
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を使用して行います。

オ ル ガ ン

専門実技

面　　接

電子オルガン 専門実技

●指定された課題曲以外の曲を演奏した場合は失格となりますので，くれぐれも注意してください。

（次頁に続く）

対　面　方　式
　任意の歌曲を2曲，暗譜で歌うこと。
オンライン方式
　任意の歌曲を2曲，暗譜で歌ったものを撮影して出願時に提出すること。
　※動画の撮影・提出方法については，P.15を参照。

※原語で歌うこと。
※伴奏はピアノ伴奏のみとし，対面方式の場合は伴奏者を同伴すること。
※演奏は時間の都合により曲の途中でカットする場合がある。

※対面方式の面接は，専門実技の後に行います。
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を使用して行います。

※対面方式の面接は，専門実技の後に行います。
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を使用して行います。

対　面　方　式
　指定された課題を演奏すること。
オンライン方式
　指定された課題を演奏したものを撮影して出願時に提出すること。
　※動画の撮影・提出方法については，P.15を参照。

自由曲1曲（10分以内）
※楽譜を見てもよい。

対　面　方　式
　指定された課題を演奏すること。
オンライン方式
　楽曲演奏：指定された課題を演奏したものを撮影して出願時に提出すること。
　即興演奏：当日提示される即興問題をもとに，制限時間40分間の中で予見（A，Bあ
　わせて15分），演奏，撮影し，動画を提出すること。（詳細は実施要項で確認する
　こと。）
※動画の撮影・提出方法については，P.15を参照。

・楽曲演奏（当該年度一般選抜（A日程）の課題）
・即興演奏
　　　A. 16小節程度の新曲のメロディーを使って1曲にまとめる。
　　　B. 2～3小節のモティーフをもとに自由に創作して1曲にまとめる。
※予見時間はA，Bあわせて15分。
※Aはコードネーム無し。

楽曲演奏の諸注意
□演奏順序は任意。
□繰り返しは省きます。
□暗譜で演奏すること。
◆課題曲の曲集は，宮地楽器国立音楽大学店（042-537-8200直通）で取り扱っています。
　（￥2,000税込）

対　面　方　式
　指定された課題をすべて通して演奏すること。
オンライン方式
　指定された課題をすべて通して演奏したものを撮影して出願時に提出すること。
　※動画の撮影・提出方法については，P.15を参照。

　　　　　 を演奏すること。
　（1）または（2）のいずれかを選択する。
（1）バッハ（Bach, J. S. ）平均律クラヴィーア曲集
  　  第1巻，第2巻より，任意の1曲（プレリュードとフーガ）
（2）ショパン（Chopin, F. ）エチュードop. 10，op. 25より任意の1曲
　　（ただし，次の2曲を除く　op. 10 No. 6 変ホ短調　op. 25 No. 7 嬰ハ短調）
　自由曲（10分程度）
　複数の作曲家，および複数の楽曲の組み合わせも可。楽章の抜粋も可とする。

※繰り返しは省く。ただし、Da Capoは自由とする。
※すべて暗譜で演奏すること。
※演奏は時間の都合により曲の途中でカットする場合がある。

および1
1

2

2

鍵

　盤

　楽

　器

　専

　修
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専修（専攻） 専攻科目 試験内容および課題曲等

ジ ャ ズ 専 修
専門実技

面　　接

作 曲 専 修

作品提出

面 接

コンピュータ音楽
   専   　修  

口述試験

作品提出および提出物に関するプレゼンテーション（次頁イ.を参照）

※試験内容は対面方式・オンライン方式とも共通。
（オンライン方式は，Web会議サービス“Zoom”を使用してリアルタイムで実施する。）

※対面方式の面接は，専門実技の後に行います。
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を使用して行います。

a. 提出作品について
b. 志望動機について
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を使用して行います。

小  論  文
の  提  出

次頁ロ.を参照

※試験内容は 対面方式・オンライン方式とも共通。

面　　接 ※面接は口述試験のなかで行います。

●指定された課題曲以外の曲を演奏した場合は失格となりますので，くれぐれも注意してください。

対　面　方　式
　指定された課題を演奏すること。
オンライン方式
　指定された課題を演奏したものを撮影して出願時に提出すること。
　※動画の撮影・提出方法については，P.15を参照。
※課題曲において指示されている別冊「ジャズ専修入学試験課題曲集」を必ず使用して
　ください。入手希望者は、広報センター（042-535-9500直通）までご連絡ください。
※バリトン・サクソフォーンでの受験も可能とします。（アルト・サクソフォーンの譜
　面を参照のこと。）ソプラノ・サクソフォーンでの受験は不可。

1. 課題曲（全楽器共通）
　“Satin Doll” by Duke Ellington　編曲：小曽根真
　テーマ（32小節）を演奏後，そのコード進行に従い，即興演奏を2コーラス行う。
　＊別冊「ジャズ専修 入学試験課題曲集」譜例14～18を必ず使用すること。
　　（オーディオセットによる伴奏が付く。イントロなし。楽譜を見てもよい。）
2. 自由曲
　①ドラムス以外
　　無伴奏による2～3分程度の演奏を行う。（暗譜。）
　②ドラムス
　　即興演奏　♩=120位（メトロノームは鳴らさない） 8小節+8小節の16小節と仮定した
　　ドラムソロを2コーラス（32小節）行う。（自らカウントを出し開始。リズムの種類は自由。）

試験内容は 対面方式 ・ オンライン方式とも共通。

□自作曲スコアの鮮明なコピーを提出してください。（手書き，浄書ソフト使用を問わない。）
□曲数は2曲以上5曲まで。演奏者3名以上の編成を1つ以上は含み，なるべく様々な編成
　の楽曲を提出してください。
□可能であれば音源（実演，電子音を問わない。），曲目解説をともに提出してください。
□提出された資料は返却しません。
□すべて，志願票とともに提出してください。

面　　接

弦管打楽器専修
専門実技

面　　接

※対面方式の面接は，専門実技の後に行います。
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を使用して行います。

対　面　方　式
　自由曲1曲を演奏すること。
オンライン方式
　自由曲1曲を演奏したものを撮影して出願時に提出すること。
※動画の撮影・提出方法については，P.15を参照。

※伴奏の有無は任意。伴奏有りの場合はピアノ伴奏のみとし，対面方式の場合は伴奏者
　を同伴すること。
※楽譜を見てもよい。
※演奏は時間の都合により曲の途中でカットする場合がある。

※対面方式の面接は，専門実技の後に行います。
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を使用して行います。

◆試験に使用する機種は次のとおりです。
　ELS-02X（バイタライズ），ELS-02C（バイタライズ）

電子オルガン

鍵
盤
楽
器
専
修

専門実技

◆レジストレーションは試験場内での設定はできませんので，あらかじめUSBフラッ
　シュメモリーにて用意してきてください。
　なお，USBフラッシュメモリーの使用範囲は音色用のみに限ります。
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イ. 作品提出および提出物に関するプレゼンテーション
　□ 何らかの形でコンピュータ・プログラミングを用いたオリジナル作品を，CD/DVD/Blu-ray/USBメモリに
て，出願時に2点提出してください。

　□ プレゼンテーションは，提出作品について，用いたコンピュータ・プログラミングの解説のほか，大学入
学後に行いたい創作や研究と関連付けて行ってください。

　□ 時間は20分程度とし，これを超える場合はプレゼンテーションを打ち切る場合もあります。
　□ 口頭やプレゼンテーションソフトを用いた解説のほか，演奏，資料配付を行っても構いません。時間内で
自由に構成してください。（資料配付を行う場合は，5部持参すること。）

　□ プレゼンテーションで使用する楽器や機器についての指定はありませんが，下記のものは試験場に準備さ
れたものを使用することができます。

　　・ピアノ，ハープ，マリンバ，電子オルガン〈ELS-02X（バイタライズ），ELS-02C（バイタライズ）〉
　　・アンプ，スピーカ， CD/DVD/Blu-rayプレーヤー，モニターディスプレイ（VGA/HDMI接続）
　　※楽器を使用する場合は，楽器名（電子オルガンは機種）を出願時に記入してください。
　□ 上記以外の楽器や，コンピュータ，シンセサイザー等の機器を試験場に持ち込み使用することを認めます。
　　その場合は「機器持ち込みについて」と「演奏楽器・機器持込許可願い」の項を参照してください。

ロ. 小論文の提出
□課題のテーマをA日程は2021年11月15日（月），B日程は2022年2月7日（月）に志願者にメールで通知する。
　受験者はそれに基づいた小論文を作成し（1,600字～2,000字程度，書式は自由），A日程は2021年11月19
　日（金），B日程は2022年2月11日（金・祝）までに入試センター（nyugaku@kunitachi.ac.jp）へ送信す
　ること。

◆機器持ち込みについて
　1） 試験場にコンピュータ，シンセサイザー，音源モジュール等の機器を持ち込み受験することを認めます。

ただし，以下に定める規程に従ってください。
●受験者本人が試験当日，試験場に自分で持ち込める範囲の機器に限ります。
●学内への車の進入はいかなる場合も許可されません。
●試験場での準備時間は15分以内とします。
●コンピュータの音声入力，音声出力の利用も認めます。
●持ち込み機器からの音声出力は基本的に2チャンネルとしますが，試験場にあるミキサーを使用するこ 
とも可能です。ミキサーを使用する場合は最大8チャンネル入力まで使用可とします。ただし，アンプ
・スピーカへの出力は2チャンネルです。

●  持ち込み機器に使用するケーブル類は受験者が用意すること。ミキサーの入力端子はフォーンです。
●  アンプ，スピーカは試験場にあるものを必ず使用してください。

　2）  コンピュータ/シンセサイザーと他の楽器とを同時に使い演奏すること，またシーケンサー機能の使用
も認めます。

　3）  持ち込み機器を使用しての演奏またはプレゼンテーションを希望する受験者は「演奏楽器・機器持込許
可願い」を参照してください。

◆演奏楽器・機器持込許可願い
　 　以下に該当する受験者は下記の要領で「演奏楽器・機器持込許可願い」を事前に提出し，大学から許可を
受けてください。また，出願時には，演奏楽器・機器持込許可番号を志願専修記入票に明記してください。
　 　2つ以上の楽器（歌唱を含む）を使用して演奏を希望する受験者はその楽器名を，また，機器持ち込みを
希望する受験者は，持ち込みを希望する機器名（メーカー名，機種名）とシステム構成（接続図等）を記し，
住所，氏名，電話番号を明記の上，下記の宛先に送付してください。なお，住所と氏名を記した返信用封筒
に84円分の切手を貼り同封してください。受付期間はＡ日程は2021年８月30日（月）～10月8日（金），Ｂ日程
は2021年11月1日（月）～12月20日（月）必着とします。この他に冬期受験準備講習会期間中の12月23日（木）に
本学入試センターへ書面を持参された方も受け付けます。なお，不明な点は入試センター（042-535-9536直通）
まで問い合わせてください。

　送付先：国立音楽大学　入試センター　〒190-8520 東京都立川市柏町5-5-1
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◇音楽文化教育学科

専修（専攻） 専攻科目 試験内容および課題曲等

音 楽 教 育 専 修

面　　接
弾き歌い

音 楽 療 法 専 修

面　　接
弾き歌い

音 楽 情 報 専 修

面　　接
 演　　奏*

 
●指定された課題曲以外の曲を演奏した場合は失格となりますので，くれぐれも注意してください。

小  論  文
の  提  出

小  論  文
の  提  出

小  論  文

試験内容は対面方式・オンライン方式とも共通だが，オンライン方式は下記注意事項も
併せて参照のこと。

試験時間60分，800～1,000字

オンライン方式（小論文）
　Web会議サービス“Zoom”を用いて実施する。なるべくモニター画面が大きいパソ
コンまたはタブレットを推奨（スマートフォンでも受験は可能）。
試験開始時刻に，Zoomを用いて試験問題を受験者に画面提示する。試験時間終了後，
直ちに答案を撮影し，画像を入試センター（nyugaku@kunitachi.ac.jp）へ送信するとと
もに，答案を国立音楽大学入試センターへ速達簡易書留で郵送すること。（郵送の期日
等は実施要項参照のこと。）

　送付先：国立音楽大学 入試センター 〒190-8520 東京都立川市柏町5-5-1

答案は指定された時間までに送信すること。（10分までの遅刻は，減点のうえ受理す
る。）なお，解答用紙をあらかじめ志願者へ郵送する。

（*出身学部・学科等が音楽系以外の場合は演奏含む。）

試験内容は 対面方式・オンライン方式とも共通。

自由曲3分以内

※ピアノで弾き歌いをする。
※楽譜を見てもよい。
※対面方式の面接と弾き歌いは同じ部屋で実施する。（各人の演奏終了後，その場で面
　接を行う。）
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を用いて実施する。

オンライン方式（弾き歌い）
自由曲3分以内をピアノで弾き歌いしたものを撮影して出願時に提出すること。
※動画の撮影・提出方法については，P.15を参照。

試験内容は 対面方式・オンライン方式とも共通。

小論文（音楽に関する任意のテーマによる。8,000字程度）の提出。
書式は自由。出願時に提出すること。

対　面　方　式
　課題曲3曲の中から任意の1曲を選び，ピアノで弾き歌いをする。
オンライン方式
　課題曲3曲の中から任意の1曲を選び，ピアノで弾き歌いをしたものを撮影して出願時
　に提出すること。
　※動画の撮影・提出方法については，P.15を参照。

課題曲
・「ふるさと」（高野辰之作詞，岡野貞一作曲）
・「翼をください」（山上路夫作詞，村井邦彦作曲）
・「Caro mio ben カーロ ミオ ベン」（作詞者不明，ジュゼッぺ・ジョルダーニ作曲）

※主旋律に歌詞を付けて歌うこと。
※伴奏譜の指定はないので，各自準備してのぞむこと。（1番のみの弾き歌いでよい。）
※楽譜を見てもよい。
※演奏は時間の都合により曲の途中でカットする場合がある。
※対面方式の面接と弾き歌いは同じ部屋で実施する。（各人の演奏終了後，その場で面
　接を行う。）
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を用いて実施する。

800～1,000字

※試験内容は 対面方式・オンライン方式とも共通。

課題のテーマをA日程は2021年11月15日（月），B日程は2022年2月7日（月）に志願
者にメールで通知する。
受験者はそれに基づいた小論文を作成し（800字～1,000字程度，書式は自由），A日
程は2021年11月19日（金），B日程は2022年2月11日（金・祝）までに入試センター
（nyugaku@kunitachi.ac.jp）へ送信すること。

（次頁に続く）
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専修（専攻） 専攻科目 試験内容および課題曲等

 

幼児音楽教育専攻

面　　接
弾き歌い

●指定された課題曲以外の曲を演奏した場合は失格となりますので，くれぐれも注意してください。

小  論  文
の  提  出

●楽器演奏または歌唱。弾き語りも認めます。伴奏者はなし。（録音音源は可とする。
　ただし，再生装置は本人が持参すること。）
●使用楽器，ジャンル，演奏曲目は問いません。
●出願時に使用楽器と楽曲名および作曲者名を所定の欄に入力してください。
●曲目の選択に当たっては，本人の演奏能力が相応に発揮できるものであるように心
　がけてください。
●演奏時間は3分程度とし，3分を超える場合には途中でカットすることもあります。
●楽譜は見てもかまいません。
●楽器は，下記のものを除き本人が持参してください。事前の搬入はできません。
　大学で用意できる楽器
　　ピアノ，チェンバロ（フレミッシュ・タイプ1段鍵盤a'=415Hz），電子オルガン
　 〔ELS-02X（バイタライズ），ELS-02C（バイタライズ）〕，ハープ，マリンバ

800～1,000字

※試験内容は対面方式・オンライン方式とも共通。

課題のテーマをA日程は2021年11月15日（月），B日程は2022年2月7日（月）に志願
者にメールで通知する。
受験者はそれに基づいた小論文を作成し（800字～1,000字程度，書式は自由），A日
程は2021年11月19日（金），B日程は2022年2月11日（金・祝）までに入試センター
（nyugaku@kunitachi.ac.jp）へ送信すること。

対　面　方　式
　課題曲3曲の中から任意の1曲を選び，ピアノで弾き歌いをする。
オンライン方式
　課題曲3曲の中から任意の1曲を選び，ピアノで弾き歌いをしたものを撮影して出願
　時に提出すること。
　※動画の撮影・提出方法については，P.15を参照。

課題曲
・「あめふりくまのこ」（鶴見正夫作詞，湯山昭作曲）
・「ちいさいあきみつけた」（サトウハチロー作詞，中田喜直作曲）
・「とんでったバナナ」（片岡輝作詞，桜井順作曲）

※楽譜は『こどものうた200』（小林美実編，チャイルド本社刊）を用いること。
※記載されている歌詞は，すべて弾き歌いをすること。
※楽譜を見てもよい。
※演奏は時間の都合により曲の途中でカットする場合がある。
※対面方式の面接と弾き歌いは同じ部屋で実施する。（各人の演奏終了後，その場で
　面接を行う。）
※オンライン方式の面接は，Web会議サービス“Zoom”を用いて実施する。

音 楽 情 報 専 修
面　　接
 演　　奏*

対面方式については，面接と演奏は同じ部屋で実施します（各人の演奏終了後，その
場で面接を行います。）
オンライン方式については，演奏したものを撮影して出願時に提出すること。また，
面接はWeb会議サービス“Zoom”を用いて実施する。
※動画の撮影・提出方法については，P.15参照。
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動画の撮影・提出方法について 
 

■動画提出までの流れ

 
 

 

1．動画の撮影について

■撮影機材

特に規定しません。下記のファイル形式を満たしていれば，スマートフォンまたはタブレット端末等，あるいはビデオカ
メラ等の撮影，どのような機材でも構いません。ただし、撮影機材は1台とします（複数の機材で撮影した動画を編集し
たものは不可）。 

＜動画データ形式（メディア提出の場合）＞ 

標準状態の Windows Media Player もしくは QuickTime Player で再生可能な形式。 

※ 再生確認時に何らかの支障が出た場合，再生画質を大きく下げない範囲で再エンコードさせていただくことがあります。 

 
■解像度 

特に規定はしませんが，720p～1080p 程度の画質を推奨します。また，受験者の顔が無理なく判別できる画質であること
に留意してください。 
※ 4K 等の高画質動画は送受信に多大な時間を要する場合がありますので，推奨いたしません。 
 
■撮影場所 

一般のレッスン室・スタジオのほか，環境が整っていれば自宅での撮影でも構いません。ただし，演奏に大きく干渉する
ような外部の音が入らないよう，充分に留意してください。 
※ 本学での撮影はできません。 
 
■動画撮影にあたり必ず順守していただきたいこと

① 動画の冒頭で，カメラに対し正面から「氏名」を申告してください。お辞儀は不要です。曲名等の申告は，個別に指示
がされている場合を除き，原則不要です。 

② 受験者の「顔（横顔でも可）」「手（声楽は除く）」が見えていることを最低限の条件とします。楽器（ペダル等含む），
受験者の全身が入っていることが望ましいですが，前述の条件を満たしていれば，用意できる環境内で無理なく撮影
できる範囲でかまいません。 

③ 複数の演奏内容・演奏曲がある場合，原則，通しで撮影してください。曲中・曲間の編集・加工は禁止です。ただし，
「第一音より前の空白」「最終音より後の空白」のカットのみ認めます。 

④ 「暗譜」の指示がある演奏を，楽譜を見て演奏した場合は失格となりますので注意してください。 
※ 上記に加えて，個別に撮影方法が指定されている専修（専攻）があります。「3．専修（専攻）ごとの撮影方法の指定について」

も必ず確認してください。

 

機材・環境の違いが審査に影響することはありません。あくまで演奏そのものを公平に審査しますので， 
ご自身が無理なく用意できる機材・環境で撮影してください。 

動
画
の
撮
影

動
画
の
提
出
完
了

YouTubeへ
アップロード

出願期間内に
URLを所定
フォームへ入力

または

各種メディア
へ収録

出願書類と
ともに郵送
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２．動画の提出について ．

■提出方法
提出方法は，（1）YouTube へのアップロードまたは（2）メディアでの提出のいずれかを選択可能です。 
（1） YouTube へのアップロードの場合  アップロード方法については p.17「YouTube への動画アップロード方法のご案内」もご参照ください。 

ご自身（または保護者・指導者）の YouTube アカウントに「限定公開*」でアップロードし，出願期間内に、アップ 
ロードした動画の URL**を本学所定のフォームに入力して提出してください。 

所定フォーム：本学公式 Web サイト https://www.kunitachi.ac.jp/より、 

       TOP ページ → 入学案内 → 音楽学部 入学案内 → 総合型選抜 
 

*限定公開：動画設定内の「プライバシー」を「限定公開」に設定することで，動画 URL を知っている人のみが閲覧可能な状態となります。

（YouTube の検索結果にも表示されません。）なお，URL を SNS 等の公開環境で周知しないでください。 

**YouTube にアップロードした動画の URL が，以下のいずれかの形式になっていることを確認してください。 

 https://www.youtube.com/watch?v=●●●●● 

 https://youtu.be/●●●●● 

※ アップロードした動画について「動画タイトル」「説明」「サムネイル画像」等の設定を行う必要はありません。 
 

（2）メディアでの提出の場合 
撮影した動画データを DVD、Blu-ray，USB フラッシュメモリのいずれかのメディアにデータ形式で収録し，出願時 
に志願票等の出願書類とともに提出してください。なお，提出されたメディアは返却しません。 

 

3．専修（専攻）ごとの撮影方法の指定について 
専修（専攻）ごとに順守していただきたい個別の撮影方法，注意事項等を以下に記載しますので，必ず確認してください。 
（全体の注意事項に関しては，P.15「動画撮影にあたり必ず順守していただきたいこと」を確認してください。） 

専修（専攻）・試験科目 撮影方法の指定、注意事項等

声楽・専門実技 ◆1曲目、2曲目の間で一時停止してもよい。
◆必ず受験生の正面からのアングルで全身と顔が見えるように撮影すること。

◆音響効果を施すなどの編集や加工を行わないこと（曲間でカメラを一時停止する
　ことも編集とみなされる）。
◆受験者の正面方向からのアングルで顔と楽器が見えるように撮影すること。
　伴奏者有りの場合，伴奏者も視認できるアングルであること。
◆音割れや音量のムラを少しでも減らすため、スマートフォンでの撮影やPC内蔵
　のマイクを使用する場合は、スマートフォン（PC）と受験者の距離を最低 1.5 メ
　ートル離して撮影すること。
◆スワブを通したり水を抜いたりする事は適宜行ってよい。

必ず「顔」と「手」が映るように撮影すること。

上半身または全身，指（腕），顔が見えるように撮影すること。
暗譜の場合は、それが明確に分かるように配慮すること。

必ず「顔」と「手」が映るように撮影すること。
暗譜で演奏していることが分かるよう配慮すること。
（譜面台を取り外す、あるいは譜面台に何も置いていない様子が映るようにする、等）

鍵盤全体とペダルが見える角度で撮影すること。

ピアノ・専門実技

音楽教育・弾き歌い
音楽療法・弾き歌い
幼児音楽教育・弾き歌い

電子オルガン・専門実技

弦管打楽器・専門実技

ジャズ・専門実技
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YouTube への動画アップロード方法のご案内 
 

1．事前準備 

 Google アカウントの作成  

YouTube へのアップロードには、Google アカウント（Gmail アドレス @gmail.com）が必要です。 
お持ちでない方は、Google のホームページ https://www.google.co.jp/ からアカウントを作成してください。 

 

 YouTube へのログイン  

① スマートフォン、タブレットを使用する場合は、YouTube アプリをダウンロードしてください。（無料） 
パソコンから利用する場合は、お使いのブラウザから YouTube トップページ https://www.youtube.com/  
を開いてください。 

② アプリまたはトップページを開き、右上の「ログイン」ボタンを押します。 
案内に従い、Google アカウントでログインしてください。 

 

2．動画のアップロード 

① ページ上部のビデオカメラのアイコン　　 を押します。 
写真、カメラ、マイクへのアクセスの許可が求められる場合は「アクセスを許可」ボタンを押してください。 

② YouTube にアップロードしたい動画を選択し、「次へ」を押します。 

※15分を超える動画の場合 

YouTube の初期設定では、アップロードできる動画の上限時間が 15分となっています。 

撮影した動画が 15分を超える場合は、「アカウントの確認手続き」を行うことで 15 分以上の動画をアップロードできるよ

うになります。 

【パソコンの場合】 

(1)パソコンで https://www.youtube.com/verify にアクセスします。 

(2)手順に沿って、Google アカウントの確認手続きを行います。確認コードの受け取り方法は、モバイルデバイス 

のテキストメッセージまたは自動音声メッセージのいずれかを選択できます。 

【スマートフォン、タブレットの場合】 

(1)15 分を超える動画を選択した際に、チャンネル未作成の場合、チャンネル作成画面が表示されます。 

「チャンネルを作成」を選択してください。 

(2)「アカウントの確認」画面が出てきますので、手順に沿って Google アカウントの確認手続きを行います。 

電話番号による認証が必要です。 

③ 動画情報を入力します。 
「動画タイトル」「説明」「サムネイル画像」等の入力、設定は不要です。 
「プライバシー」（公開範囲の設定）の項目は必ず「限定公開」を選択してください。選択が完了したら、「アップロード」 
ボタンを押して完了です。 
※ アップロードが完了するまで、しばらく時間がかかります。 

3．動画 URL の確認、提出 

動画のアップロードが完了したら、以下の手順に従って動画のURLを取得し、出願期間内に本学所定のフォームに入力し
て提出してください。 
① アップロードした動画を再生する。 
② 動画の下にある「共有」から、「リンクをコピー」または「コピー」を押すと動画 URL がコピーされます。 
③ 本学所定フォームに URL を貼り付けて、提出します。 
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14．奨学金制度
（2021年度）

○その他  中館耕蔵奨学金（4年生対象）

詳細についての問い合わせは学生支援課（042-535-9509直通）

名　称 内　　　　容 対　象 ・ 人　数　等 返　　　還 利子

国立音楽大学
奨 学 金

50万円以内を貸与（授業履修
費振替）
公募制（説明会：7月，9月）

学部の全学年
単年度採用

貸与額により最高15年以内に
返還
卒業時の成績が特に優秀な者
は全額または一部の返還を免
除する「特別返還免除制度」あり

無

国立音楽大学
応急奨学金

家計急変による修学困難者の
ための緊急援助
授業履修費の2分の1を貸与
（授業履修費振替）

学部の全学年
在学中2回まで

貸与額により最高15年以内に
返還
卒業時の成績が特に優秀な者
は全額または一部の返還を免
除する「特別返還免除制度」あり

無

国立音楽大学
特別奨学金

経済的理由による修学困難者
のための援助
貸与額は状況に応じて

学部の全学年
在学中1回まで

貸与額により最高15年以内に
返還
卒業時の成績が特に優秀な者
は全額または一部の返還を免
除する「特別返還免除制度」あり

無

国立音楽大学
音楽学部特別
給費奨学金

特別給費奨学生として入学試
験に合格した，極めて優れた
演奏能力を持つ者に，入学金
を除く学費を給付（授業履修
費，施設設備費，維持運営費
振替）学費全額，半額，4分
の1のいずれかを給付

演奏・創作学科（声楽，鍵盤楽
器（ピアノ），弦管打楽器専修）
全学年若干名
原則4年間，ただし3年次進級
時に継続審査あり

原則として返還の義務なし

国立音楽大学
国内外研修
奨 学 金

国内外の講習会や研修に要す
る費用を給付
（国外50万円以内，国内20万
円以内）
1・2・3年生（申請時）から公
募（説明会：10月中旬～11月
上旬。ただし，１年生は特別
給費奨学生のみ）

学部2・3・4年生（ただし，
2年生は特別給費奨学生のみ）
10名程度

原則として返還の義務なし

〈特別研修給付〉
学外でのコンクール等で高い
評価を得た学生に，その経費
等を給付（事後申請）

学部の全学年
人数不定 原則として返還の義務なし

岡 田 九 郎
記念奨学金

ピアノを専攻する3年次，4年
次に在籍する者で，前年度の
専攻成績が特に優秀な者に45
万円を給付（授業履修費振替）

各学年1名以内 原則として返還の義務なし

国立音楽大学
同調会奨学金

優秀な学生の中から経済的援
助を必要とする学生に対して，
同調会（本学同窓会）より20万
円を給付

学部3・4年生各学年2名以内在
学中１回まで 原則として返還の義務なし
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日本学生支援機構奨学金

地方自治体奨学金
1．自分の出身地の市区町村教育委員会等に問い合わせてください。
2．本学に募集依頼のあった場合はその都度掲示します。
3．募集時期は概ね4～5月です。

そ　の　他
○個人で申し込む民間育英事業団体の奨学金制度もあります。

名　称 内　　　　容 対　象 ・ 人　数　等 返　　　還 利子

貸与型奨学金

〈第一種〉
［自　宅］月額：2万，3万，4万，
5.4万円から選択
［自宅外］月額：2万，3万，4万，  
５万，6.4万円から選択
〈第二種〉月額：2万～12万円
（1万円単位）から選択
公募制（説明会：4月上旬，成
績，家計状況などの条件あり）
原則として，卒業時まで貸与

編入学者の場合，編入学前の 
大学の成績等で総合的に判定

卒業後半年経過後，貸与額
により最長20年以内に月賦
または月賦半年賦併用によ
り返還

〈第一種〉
無

〈第二種〉
年３％
以内

給付型奨学金
※貸与奨学金
（第一種）
との併給制限
があります　

（月額）世帯の所得金額により
自宅通学者
（12,800円，25,600円，38,300円の
いずれか）
自宅外通学者
（25,300円，50,600円，75,800円の
いずれか）
※給付奨学金の支援対象の学
生は，入学金・授業料の減免も
同時に受けることができます

以下①②のいずれかに該当する
人

①高等学校を始めて卒業（修了）
した日の属する年度の翌年度末
の末日から大学等へ入学した日
までの期間が2年を経過していな
い人
②高等学校卒業程度認定試験の
受験資格を取得した年度の初日
から高等学校卒業程度認定試験
に合格した日の属する年度の末
日までの期間が5年を経過してい
ない人で，かつ高等学校卒業程
度認定試験に合格した日の属す
る年度の翌年度の末日から大学
等へ入学した日までの期間が2年
を経過していない人

返還の義務なし

（2021年度）
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15.　宿泊案内
ホテルの斡旋については，大学では行っておりません。下表のホテルは比較的大学に近いホテルです。
ご参考のうえ各人で直接ご予約ください。割引料金を設定している場合がありますので，ご予約の際，「国立音楽大学編入学試
験受験者」である旨をお伝えください。

・予約内容の変更（取消・延長・短縮）に伴う違約金等は，各ホテルの約款によります。
・ホテルへのお申し込みは，お早めにお願いします。収容数によっては予約できない場合もあります。
・予約後の手続きは，ホテルによって異なりますのでホテルの指示に従ってください。
・宿泊先での事故等の責任は，大学では負いかねます。

No. 名　　称 〒 所　在　地 電話番号 宿泊料金（税・サービス料込，円）
Ｓ：シングル，Ｄ：ダブル，Ｔ：ツイン

収容
定員

食堂
設備
有無

備　　考

①
ビジネスホテル
オーク昭島
http://www.oak-
akishima.com/

196-0003 昭島市松原町
1-2-6 042-544-7111 S：5,980

無料朝食サービス利用可 29 無 JR昭島駅より徒歩3分

② ホテルサンライズ 196-0025 昭島市朝日町
1-11-24 042-543-9191 S：4,600　T：（2名）8,600

全て食事なし料金 16 無 JR中神駅より徒歩2分

③
ビジネスホテル
ダイワ
http://www.hotel-
daiwa.co.jp

185-0021 国分寺市南町
3-16-7 042-324-5221

S：8,250　T：（2名）13,750
D：（2名）12,650
TRP：（3名）23,100
全て食事なし料金

66 無
JR国分寺駅より徒歩1分
館内及び客室での楽器
使用不可

④
ホテルメッツ国分寺
http://www.hotelmets.
jp/kokubunji/

185-0021 国分寺市南町
3-20-3 042-328-6111

ホームページにてご確認くだ
さい。（インターネットサイ
ト料金が最安なためサイトよ
りご予約ください）

163 朝
のみ JR国分寺駅より徒歩1分

⑤
ホテルメッツ立川
http://www.hotelmets.
jp/tachikawa/

190-0023 立川市柴崎町
3-1-1 042-548-0011

S：8,500　Ｔ：（1名）14,000

S：6,050　T：5,000×2名
B日程（S:6,270 T:5,500×2名）
全て食事なし料金

T：（2名）15,000
食事なし料金
S：9,500　Ｔ：（1名）15,000
T：（2名）17,000
朝食付き料金

258 朝
のみ

JR立川駅より徒歩1分
休前日は別料金

⑥
ビジネスホテル
ほまれ
http://www.
hotelhomare.com

190-0023 立川市柴崎町
2-4-16 042-523-0588 60 無 JR立川駅より徒歩5分

⑦
ホテルエミシア東京立川
http://www.hotel-emisia.
com/tokyotachikawa

190-0012 立川市曙町
2-14-16 042-525-1121

ネット予約のため，ホームペ
ージにてご確認ください。

［宿泊］→［特約企業サービス］
→［ログイン］
アカウント：kunitachi　
パスワード：melody

528 有 JR立川駅より徒歩3分

⑧
立川ホテル
http://www.
tachikawa-h.jp

190-0012 立川市曙町
1-12-23 042-526-2021 S：6,000　T：（2名）9,800

全て食事なし料金　 60 無
JR立川駅より徒歩6分
地下会議室にて発声・
楽器練習可

⑨
立川リージェント
ホテル
http://www.tachikawa-
regent-hotel.jp

190-0012 立川市曙町
2-11-7 042-522-1133 S：8,500　T：（2名）13,500

無料朝食サービス利用可 92 無 JR立川駅より徒歩3分

⑩

⑪

パレスホテル立川
http://www.palace-t.
co.jp

190-0012 立川市曙町
2-40-15 042-527-1111

D：9,000　T：17,000
食事なし料金
D：10,500　Ｔ：20,000
朝食付き料金

476 有 JR立川駅より徒歩5分

ホテル日航立川東京
http://hotelnikko
-tachikawatokyo.jp

190-0022 立川市錦町
1-12-1

042-521-1111

S：11,200
T：20,000　B日程（21,300）
食事なし料金
S：12,700　
T：23,000　B日程(24,500)
朝食付き料金

185 有 JR立川駅より徒歩7分

※寝巻・タオル類の有無については，申し込みの際確認してください。
※宿泊料金は2021年4月現在です。

◎上記以外の宿泊施設の問い合わせ先

近畿日本ツーリスト・立川支店 190-0023 立川市柴崎町2-2-1　KSビル4階 042-523-2441
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国立音楽
大　　学

※乗り換え・待ち時間等は含みませんのでご注意ください。
・立川（モノレール利用）　　約10分
・立川（バス利用）　　　　　約25分（平日午前8時台）
・国分寺（小川経由）　　　　　14分
・昭島（拝島経由）　　　　　　15分
・西武新宿　　　　　　　　　　37分

主要駅から玉川上水駅までの所要時間

〈大学へは玉川上水駅より徒歩 7分〉

（大学周辺交通機関概略図）
※距離感は実際とは異なります。詳細は直接ホテルに
　問い合わせてください。

＊ 前記ビジネスホテルの他に，大学近郊の学生会館（有料，食事付き）を利用することもできます。詳しくは下記Web サイト
または連絡先でご確認のうえ，各自お申し込みください。お電話の際，「国立音楽大学編入学試験受験者」である旨をお伝え
ください。
　（株）共立メンテナンス　学生会館事務局
　　　電話：0120-88-1030（ 受付時間　9：00 ～ 17：30〈平日のみ，10 ～ 3 月は年末年始を除き無休〉）
　（株）東仁　東仁学生会館　https://www.tokyo-stage.co.jp/trial/index.html
　　　電話：0120-88-5575（受付時間　9：00 ～ 18：00〈無休〉）
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国立音楽大学
K U N I T A C H I

2022
──── 入試に関する主な問い合わせ先は，次のとおりです。 ────

●入試センター〈出願資格事前審査，入試の出願，実施に関すること〉 
●学 生 支 援 課〈奨学金に関すること〉 
●経　　理　　課〈検定料，納入金に関すること〉 
●広報センター〈資料請求，受験生向けイベントなどに関すること〉 

https://www.kunitachi.ac.jp/

2022


