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東京音楽大学 

アドミッション・ポリシー 
 

○大学において専門的に音楽を学ぶにあたり、楽譜を読む力、音を聴く力、表現の基礎となるテクニッ

ク、様式を捉える力、楽典の知識が、一定のレベルに達していることが重要です。 

○音楽の学習には外国語も必要です。 

○専攻によっては、ピアノ演奏や新曲視唱、新曲視奏の基礎的な能力も必要です。  

各専攻のアドミッション・ポリシーは次の通りです。 
 

音楽文化教育専攻 

音楽文化に関心を持ち、その研究と実践を通して社会に貢献しようとする以下のような学生を受け

入れます。 

  1 多様な音楽文化への幅広い関心を持ち、実践活動に参加してきた者。 

  2 将来の音楽教育者及び音楽文化の実践者の基礎となる音楽知識や技術を、高等学校までの音

楽の授業及び課外活動を通して身につけた者。 

  3 論理的な思考ができ、自分の考えを文章や口頭で表現できる者。 
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2021 年度 東京音楽大学 

音楽文化教育専攻 学校推薦型選抜 募集要項 
 

本学の音楽文化教育専攻を第一志望とし、音楽ならびに音楽教育の学修に積極的に取り組む熱意を持

ち、学業においても優秀な生徒を広く募集するものです。 
 

１．募集専攻および募集人員 

  音楽文化教育専攻 若干名 

 
 

  ２．出願資格 

   以下に掲げる条件をすべて満たす者とします。 

（１）高等学校または中等教育学校を卒業した者、および 2021 年 3 月に卒業見込みの者  

（２）本学への入学を専願とする者で、出身高等学校長の推薦を受けた者  

（３）高校入学から 3 年 1 学期または前期までの成績の評定平均値が原則 3.3 以上の者  

３．選考方法 

調査書、課題等提出物による選考。課題は 5 ページを参照してください。 
 

４．入学検定料 

  28,000 円 

出願期間内に Web 出願サイトから決済手続きをしてください。お支払い完了後に決済完了メールが送信

されます。 

 

５．日程一覧 

出 願 期 間 2020 年 11 月 1 日（日）～11 月 7 日（土） 消印有効   

試 験 日 提出物による選考のみ 

合 格 発 表  
2020 年 12 月 8 日（火）13：30～12 月 10 日(木 )17：00 

本学ホームページにて発表。 

*電話等での問い合わせには応じられません。 

入学手続期間 2020 年 12 月 9 日（水）～12 月 18 日（金） 消印有効  

 
 
 

注意  本学一般選抜（Ａ日程）の受験も合わせて検討されている方は、大学入学共通テストへの出願を 

忘れずにしてください（詳しくは大学入学共通テスト受験案内や大学入試センターホームページで  

確認してください）。当該テストの「英語」の受験が必要です。 

 

     ※本学一般選抜（Ａ日程）では、大学入学共通テストの「英語」に代わるものとして、以下の選択肢があります。 

１．下記のいずれかの検定・資格試験を利用する（文部科学省が公表した CEFR との対照表「Ａ２」以上）。 

ケンブリッジ英語検定、実用英語技能検定試験、GTEC、IELTS(Academic)、TEAP、TEAP CBT、TOEFL iBT® 

2. 本学が行う試験（英語）を受験する。 
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６．出願手続 

（１）出願の流れ 
今年度より、出願方法は Web 出願のみとなりました。本学ホームページの「入試案内（学部）」にある「出願ガイド」内

の「出願情報の登録」より、下図手順に沿って出願を行ってください。  

※出願書類の郵送を終えて出願完了となります。 

＜「出願ガイド」、「出願書類ダウンロード」など Web 出願に必要なページの掲載場所＞ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
STEP 1                                                                      

① Web 出願にあたっての事前準備（詳しくは「出願ガイド」をご覧ください） 

  □ インターネットに接続しているパソコン、タブレット、スマートフォンのいずれかの機器  

□ メールアドレス 

□ プリンター
＊

 

□ PDF 表示・印刷ソフトウェア 

□ 本人写真（カラー写真データ） 

＊自宅にプリンターがない場合、コンビニエンスストア等のマルチコピー機を使用してください。  

② 「出願ガイド」からユーザー登録を行う 

同サイト内の「Web 出願サイトはこちら」からユーザー登録を行ってください。 

※本学受験講習会で登録をしている方は再登録不要です 

（「出願ガイド」：https://www.tokyo-ondai.ac.jp/webentry/）  

 

③ 出願書類を確認・準備する 

募集要項に記載されている必要な書類を確認・準備してください。 

 

STEP2                                                                                  

「出願ガイド」から出願情報の登録を行う     

募集要項、「出願ガイド」を確認した上で、同サイト内の「Web 出願サイトはこちら」から出願登録を行ってください。 

 

STEP 3                                                                         

入学検定料のお支払い 

「コンビニエンスストア」、「クレジットカード」、「Pay-easy」で期限までに検定料をお支払いください。 

※検定料のほかに支払手数料が必要です。  

 

STEP 4                                                                                       

出願書類の印刷・記入および出願書類郵送  

①Web 出願サイトから志願票・宛名ラベルをダウンロードし、ページの拡大縮小はせずに A４サイズで印刷してください。 

②本学ホームページ「入試案内（学部）」から「出願書類ダウンロード」を選択し、受験する入学試験の必要書類を  

印刷・記入してください。「出願書類チェックリスト」を使用して、出願書類が全て揃っているか確認し、他の書類と  

一緒に提出してください。 

(「出願書類ダウンロード」：https://www.tokyo-ondai.ac.jp/examinee/exam) 

③レターパックライトを使用して、表面に宛名ラベルを貼り、出願書類を郵送してください。 

※レターパックはポスト投函できますが、出願期限最終日に郵送する場合は、郵便局の窓口に出すことをお勧めします。 

 

郵送をもって出願完了となります。 

 

 

 

入試案内（学部） 

https://www.tokyo-ondai.ac.jp/examinee/exam 
 

https://www.tokyo-ondai.ac.jp/examinee/exam
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STEP 5                                                                                       

受験票の印刷  

受験票は合格発表の際必要となるため、印刷を行ってください。 

 

（2）出願書類一覧  

以下の該当する書類を一括して、宛名ラベルを貼付けの上、「レターパックライト」で郵送してください。なお、以下の

書類は「Ａ.Web 出願サイト」または「Ｂ.出願書類ダウンロード」よりダウンロードし印刷してください。 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 出願書類 注意事項 

1 志願票 
上記Ａの 

Ｕ ＲＬ から 印 刷 し

てください 

検定料支払い手続き完了後印刷してくださ
い。 
（拡大・縮小せずA4で印刷） 
※カラー印刷してください。  

2 宛名ラベル 

書類を郵送する際にレターパックに張り付け
て使用してください。 
（拡大・縮小せずA4で印刷） 
※カラー印刷してください。  

3 曲目記入票 

上記Ｂの 

Ｕ ＲＬ から 印 刷 し

てください 

音楽文化教育専攻 学校推薦型選抜の様式
をダウンロードしてください。 

4 志望理由書 

5 音楽学習歴 

6 推薦書  
出身高等学校長が作成し、厳封したもの 

≪開封無効≫ 

7 
出願書類 

チェックリスト 

出願書類を郵送する前に各書類が揃っているか

チェックし、出願書類と共に提出してください。 

8 演奏実技動画 
USB、Blu-ray 、DVD、YouTubeのいずれかの

方法で提出してください（p.5参照）。 

9 調査書 
出身高等学校長が作成し、厳封したもの 

≪開封無効≫ 

（3）提出先  

     〒153-8622 東京都目黒区上目黒 1-9-1 東京音楽大学入試課 電話 03-6455-2754（直通） 

 

 

 

Ｂ. 出願書類ダウンロード 

https://www.tokyo-ondai.ac.jp/examinee/exam 

（「出願ガイド」内「Web 出願サイトはこちら」からアクセス） 

Ａ. Web 出願サイト（ユーザー登録・出願情報の登録、志願票・宛名ラベル印刷） 

https://lsg.grapecity.com/tokyo-ondai/App/Account/login 

 

https://www.tokyo-ondai.ac.jp/examinee/exam
https://lsg.grapecity.com/tokyo-ondai/App/Account/login
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７.試験会場 

提出物による選考のみのため、来学の必要はありません。 

 

８．入学手続 

（１）入学手続書類送付および入学金の納入  

合格者には、合格発表後速やかに願書記入の現住所に入学手続書類を郵送しますので、同封の案内に従  

って手続きをしてください。期間内に手続を完了しない場合は、合格を取り消します。  

   ※入学手続書類の提出は郵送（レターパックなどの追跡できる手段）のみとします（期間最終日の消印有

効）。 

   ※その他の納入金については、4 月以降のお支払いとなります。詳細については別途お知らせいたしますの

でそちらをご確認ください。 

（２）入学手続書類  

  ①誓約書 ②その他本学が指定したもの  

（３）提出先  

  〒153-8622 東京都目黒区上目黒 1-9-1 東京音楽大学入試課  

（４）学費その他の納入金（音楽文化教育専攻）  

①学費                                     <単位：円> 

納入方法  入学金  授業料  施設拡充費  施設維持費※ 合計  

全納  300,000 1,487,000 390,000 135,000 2,312,000 

分納  
春学期  300,000 743,500 390,000 135,000 1,568,500 

秋学期  ― 743,500 ― ― 743,500 

※2 年次より 145,000 円 

   ②学費以外の諸費用                              <単位：円> 

教職課程費（2 年次） 卒業記念費（卒業時） 後援会費（年額）（ほかに入会金） 校友会費（4 年次） 

100,000 10,000 10,000（10,000） 20,000 

 
■複数就学者授業料減免 

本学に同一生計の家庭から複数で就学している学生の授業料減免  

給費額：授業料の20％（千円未満切捨て） 

期間：1年間  

申請：毎年4月末までに申請書類を学生支援課に提出してください。家計状況等を考慮の上、決定します。  

問合せ先：学生支援課（TEL 03-6455-2756） 
 
 
 

■大規模自然災害罹災学生授業料減免  

学士課程、修士課程、博士課程、付属高等学校に在学する学生が、大規模自然災害により被害を受け、家

屋の全壊または半壊程度の損傷を受けた場合、理事会で審議の上、授業料の減免措置を行います。大規

模な自然災害で被害を受けた場合、学生支援課に申し出てください。  

問合せ先：学生支援課（TEL 03-6455-2756） 
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■課題                                        

※以下注意事項を必ずお読みください。 

（１）演奏実技 

   任意の音楽実技（5 分程度）。 

鍵盤楽器以外の実技を選択した場合は「基礎ピアノ」を課す。 

 「基礎ピアノ」は自由曲１曲。レベル、ジャンルは問いません 

（２）論文課題 1600 字程度 

*提出物は返却いたしません。 

 

   

 

 

【注意事項】 

  

（１）について 

提出映像は①USB メモリに記録したデータ、②Blu-ray、③DVD、④動画共有サイト（YouTube）

のいずれかでの提出とする（記録するデータのフォーマットは mov、または mp4 とする）。

映像は、録画と録音が別撮りされているもの、編集されているものは一切認めない。顔、

手、楽器がはっきり映るよう、なるべく全身を固定位置（ズーム等はしない）で撮影し、

伴奏者がいる場合は、映像に一緒に映っているよう配慮すること。（伴奏者は自分で手配す

ること）。 

提出する①～③のメディアには受験番号および氏名を記入すること。④で提出する場合は、

動画を限定公開でアップロードし、曲目記入票に URL を記載すること。URL は提出期間中に

大学ホームページ「入試案内（学部）」の演奏動画登録フォームより提出してください。ア

ップロードした動画は、合格発表日まで削除しないこと。 

 

 

（２）について 

出願締め切り後、登録のメールアドレスに各課題と解答用紙を添付ファイルで送信します。 

11 月 10 日(火)17：00 時点で届かない場合は、入試課（03-6455-2754）にご連絡ください。 

※課題の提出期限、提出方法についてはメールにてお知らせします。 
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■出願書類の記入・提出に関する注意                          

Web 出願サイトでユーザー登録を行った後、本学ホームページから必要書類を印刷します。（p.3 参照） 印刷した出

願書類とそれ以外の必要書類（調査書等）は、すべて揃っていることを確認の上、レターパックに封入し、宛名ラベル

（Web 出願サイトにて印刷）を貼り付けた上で期限内に郵送にて提出してください。本学の窓口では受け付けません。  

出願書類の記入については、以下の注意事項をよく読み、誤りや漏れのないよう記入してください。  

（１）各出願書類は、黒、青インクまたはボールペンを使用し、文字は楷書で、数字は算用数字で正確に記入してくだ

さい。書き損じた場合は、二重線を引いて訂正印を押し、空いているところに記入してください（修正液・修正テー

プは使用しないでください）。 

（２）該当欄は記入または○で囲んでください。※欄は記入不要です。  

（３）願書および受験票には Web 出願サイトでアップロードした写真が用いられます。カラー、正面上半身脱帽、縦 4：

横 3 の比率で、3 ヵ月以内に撮影したものを Web 出願サイトにアップロードしてください。眼鏡等の有無は問いませ

ん。 

（４）曲目記入票について 

①演奏する曲目、作曲者、調名、作品番号、楽章等まで該当する欄に詳しく記入してください。  

②作品番号は、「Op.30 No.2」のように明確に、漏れのないよう記入してください。 

③楽章等の記入は、「第１楽章」「第２楽章」と「第」を入れて記入してください。  

④曲目等の記入は、特に指定がなければ、邦語、原語どちらでも構いません。 

⑤自由曲で一部省略する場合は、その箇所を記入してください。  

⑥出願後は、受験曲名、調の変更（訂正）は認めないので、間違いのないように正確に記入してください。  

⑦曲目記入票に記入された事項（作曲者、曲目、調名、平均律巻名、楽章等）が試験で演奏したものと異なる場

合、原則として、失格になりますので注意してください。 
 
 
※個人情報の取り扱いについて 
  ①本学は、志願者の出願書類に記載された個人情報および入学試験の成績を入学試験業務に利用します。なおこれらの個

人情報は個人情報保護法に則り万全の態勢で管理します。 

  ②本学は、上記の個人情報を大学入学者選抜および大学教育の改善のための調査・研究や学術研究の資料としても利用し
ます。調査・研究結果の発表に際しては、個人が特定できないように処理します。  

  ③本学は、願書記載事項のコンピュータ登録業務、受験票、合格証、入学手続書類等の発送の業務を、個人情報の適切な

取り扱いに関する契約を締結したうえで、外部の事業者に委託する場合があります。 
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■奨学金制度について                                  
 

本学では学業成績優秀な学生への褒賞として、各種奨学金制度を用意しています。 

詳細は、学生支援課（TEL 03-6455-2756）までお問い合わせください。 
 

東京音楽大学奨学金制度 

①特別特待奨学生 

入学試験、学期末試験等における実技試験若しくは国内外の音楽活動において極めて優秀な成績を修めた

者または音楽の才能が格段に秀でた者で、人物ともに優れ、本学の他の学生の模範となり、将来の音楽界にお

いても活躍が期待されると認められる者に対し「特別特待奨学生」として在学期間の学費全額または理事会の

定める額を免除します。 

「特別特待奨学生」は出願制ではありません。学長の推薦により理事会の議を経て、理事長が決定します。  

 

②給費奨学金 

内容：下表の通り 

種別  資格  給費額  

特別奨学生  
入試成績又は実技等の学業成績が極めて優秀であり、人物も優

れ、将来広く音楽界において貢献できる見込みのある者  
全学費相当額  

準特別奨学生  特別奨学生の対象者に準ずると認められる者  50～100万円  

甲種奨学生  
入試成績又は実技等の学業成績が優秀であり、人物も優れ、将来

広く音楽界において貢献できる見込みのある者  
30万円  

対象：全学年 

期間：1年間 

選考：出願制ではありません。大学で選考し採用者を決定します。 

 

③入学奨学金 

勉学に強い意欲を持ちながら、経済的理由により入学金の支弁が困難と認められる新入生に対して、

入学金に相当する額を給付します。 

【出願資格】 

(1)学士課程または修士課程に入学した学生（但し外国人留学生、編入学生は除きます） 

(2)両親の収入の合算(注)が、以下の基準のいずれかを満たす学生（ただし高等教育の修学支援新制度

の該当者は除きます） 

①給与・年金所得の場合  ：合計所得金額が747万円以下（税込金額） 

②給与・年金所得以外の場合：合計所得金額が349万円以下（税込金額） 

(注）出願時において公的機関（地方自治体）が発行できる最新の収入に関する証明書類の提出が必要 

(3)勉学に強い意欲を持ち、人物が優秀で成業の見込みのある学生 

【入学奨学金の額及び給付対象者数】 

(1)給付額は、入学金に相当する額とします。 

(2)出願者が本学で規定する人数を超えた場合、家計基準に基づき選考します。 

【出願手続】 

(1)出願資格に該当する新入生は、学生支援課に申し出て、関係書類を受け取ってください。 

(2)所定の期日までに、指定された書類を揃えて学生支援課まで提出してください（期日厳守。期日を

過ぎた場合は受付できません）。 

(3)奨学金が認められた学生には通知をし、入学金に相当する額を給付します。 

 

④家計急変者奨学金 

学士課程または修士課程に在学する学生（外国人留学生を除く）で、本学の在籍中に家計支持者の急

変（死亡もしくは重度の身体障がい（１級）認定）によって住民税非課税世帯となり、修学が極めて

困難と認められる者に対して、授業料の全額もしくは一部を給付します。該当する学生は、学生支援

課まで申し出てください。 
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⑤短期留学奨学金* 

内容：下記機関への短期留学参加費用の補助  

(1) モスクワ音楽院（ロシア／モスクワ） 

(2) シベリウス・アカデミー（フィンランド／ヘルシンキ） 

(3) ギルドホール音楽院（イギリス／ロンドン） 

(4) ショパン音楽大学（ポーランド／ワルシャワ） 

(5) Asian Art Ensemble(インターナショナル・コンポーザーズ・ワークショップ)（中国／北京・ドイツ／ベルリン） 

(6) ハノーファー音楽・演劇・メディア大学（ドイツ／ハノーファー） 

(7) フォルクヴァング芸術大学（ドイツ／エッセン） 

(8) バイエルン州立青少年オーケストラ（ドイツ／オーベルストドルフ） 

(9) ザルツブルク・モーツァルテウム大学（オーストリア／ザルツブルク） 

(10) ホルンターゲ（オーストリア／テルフス） 

(11) リスト音楽院（ハンガリー／ブダぺスト） 

(12) リセウ高等音楽院（スペイン／バルセロナ） 

 

選考：学内オーディションおよび外国語インタビューにより選考します。  

*毎年 10 月に本学国際交流センターによる説明会が開催されます。 

 

 

【参考】 

①日本学生支援機構奨学金 

日本学生支援機構は、独立行政法人日本学生支援機構法に基づいて設立され、優れた学生で経済的理由

により修学困難な者に対し、学資の給付及び貸与を行っています。本学で最も利用者が多い奨学制度です。

本学は、2020年4月から開始された「高等教育の修学支援新制度」の対象校となりました。この制度の対象者

は、授業料減免及び給付奨学金を受けることができます。 

※詳細は、ホームページ（https://www.jasso.go.jp/）で確認してください。 

※4月に在学生を対象とした採用説明会を行います。期日等は新入生ガイダンスでお知らせします。  

 

②国の教育ローン 

政府系金融機関の日本政策金融公庫が運営する教育ローンです。詳しくは「国の教育ローン」のホームペ

ージ（https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html）でご確認ください。 

 

③学費提携ローン金利補助制度（東京音楽大学後援会）  

    内容：在学期間中の提携教育ローン金利補助（借入限度あり）   

    対象：全学年（ただし、１年生は秋学期より申込可） 

    要件：経済的理由により就学困難な者（提携銀行による審査あり）  

募集：直接銀行に申請してください。（三井住友銀行池袋支店  03-3984-5151） 
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■学生寮（女子）について                               
 

自宅からの通学が困難（通学時間3時間以上を目安）な学生(女子)に対し、学生寮が設けられています。 

※2021年12月、池袋キャンパス内に新寮（女子寮）が完成予定です。 

 

（１）申込方法 

入寮希望者は、合格者に送付する合格証等の書類に同封されている「2021年度東京音楽大学目白台学生寮

入寮申込書」に必要事項を記入のうえ、入学手続書類に同封し郵送してください。  

（２）選考 

新年度の入寮可能数内で入学試験の成績・調査書類等を総合的に考慮のうえ大学が決定します。申込者多数

の場合、入学試験に合格しても入寮許可にならない場合があります。  

（３）発表・手続 

①選考の結果入寮を許可する者には、大学から直接通知します（12月下旬を予定）。 

②入寮許可後に辞退する場合は、至急学生支援課へ電話でご連絡ください。  

③入寮手続の詳細は、大学からの入寮許可通知とともにお送りする入寮手続書類を参照してください。  

（４）施設・設備 

①所在地   〒112-0015 東京都文京区目白台3-1-3（地下鉄有楽町線：護国寺駅下車） 

TEL 03-3947-1561 FAX 03-3947-1562 

②通学時間  徒歩約25分 

③入寮定員  大学生92名（2人部屋） 

④建物の構造 鉄筋コンクリート造 地上5階、地下1階建 

⑤寮室間取  Aタイプ（大）：12畳 Bタイプ（小）：8.5畳 

⑥寮室備品  本棚付き机、椅子、ベッド、クローゼット、チェスト、エアコン、電気スタンド 

⑦付帯設備  ロビー、食堂、談話室、浴室、洗面所、洗濯室、乾燥室、練習室45室（グランドピアノ

20台、アップライトピアノ27台）、パソコン3台 

（５）入寮費用 

ルームタイプ 入寮金（入寮時のみ） 寮費（月払い） 食費（月払い） 

A タイプ 

(12 畳・2 人部屋 ) 
80,000 円  

31,450 円×12 回  28,875 円×12 回  

※朝・夕 2 食  

（日・祝含む） 
B タイプ 

(8.5 畳・2 人部屋) 

26,500 円×1 回  

26,300 円×11 回  

① 寮費及び食費は、閉寮となる 8 月分を除いた 1 年間にかかる総額を 12 等分となります。 

② 食費は税抜表示です。引落時に別途消費税をいただきます。 

③ 上記費用は、物価の高騰等により値上げする場合があります。  

（６）その他 

①夏期・冬期・春期休業期間中は、閉寮となります。 

②寮生としてふさわしくない行為があった場合、退寮となることがあります。  

③入寮申し込みの際には、必ず入寮案内で詳細を確認してください。  

④不明な点は、学生支援課（TEL 03-6455-2756）までお問い合わせください。 
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東京音楽大学 
 

【中目黒・代官山キャンパス】 

〒153－8622 東京都目黒区上目黒 1－9－1 

ホームページアドレス https://www.tokyo-ondai.ac.jp/ 

  

問い合わせ先：03－6455－2754（入試課直通） 月曜日～土曜日 9:00～17:00 

03－6455－2774（FAX） 

 

 

 


