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【 音楽領域ディプロマコース 】 

 

１．募集人員 
  音楽領域の声楽、鍵盤楽器(ピアノ、電子オルガン)及び弦管打の各コースにおいて、若干名とする。 

 

２．受講期間 

  ディプロマ受講生の受講期間は、6か月（1セメスター）とする。ただし、当該学部の教授会の意見

を聴いて、学長は通算3年（6セメスター）まで延長することができる。 

 

３．入学資格 

  ディプロマ受講生の入学資格者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（1）音楽系の4年制大学を卒業した者(卒業見込者を含む)、又はこれに相当する4年制大学の学部又

は学科を卒業した者 

（2）4年制大学を卒業した者(卒業見込者を含む)、又は当該学部の教授会の意見を聴いて、学長が同

等の学力を有すると認められた者 

（3）日本語能力試験（Japanese Language Proficiency Test）の「N1」又は「N2」に合格した者、

又は日本留学試験（EJU）〔科目：日本語〕において、「聴解・聴読解」120点以上、かつ「読

解」120点以上の得点を取得した者（いずれも出願開始日前2年以内に取得したものに限る） 

（4）前号までに定めるもののほか、当該学部の教授会が、本学の学部を卒業した者と同等以上の学

力があると認められた者 

 

４．出願受付期間 

  希望する期の出願受付期間中に出願手続を行ってください。 

期 出願受付期間 入学時期 

前期 2022 年 2月 10日(木)から 2022年 2月 24 日(木)まで 2022 年 4月入学 

後期 2022 年 8月 18日(木)から 2022年 8月 25 日(木)まで 2022 年 9月入学 

※郵送の場合は期間内必着です。 

※持参の場合の窓口受付時間は午前 9時から午後 4時までです。（土日祝は除く） 

 

５．出願手続 

 ＜選考料の支払い＞ 

選考料 30,000円(本学卒業・卒業見込在学生は 5,000円)を、次の金融機関口座に振り込んでくだ

さい。 
※在籍延長者の選考料は延長するセメスターごとに 5,000円です。 

 
 

 金融機関名：三菱ＵＦＪ銀行 西春支店 
 口座種類 ：普通預金    口座番号 ：０５８６９９３ 
 口座名義 ：名古屋芸術大学 
      （ATM等で振込の場合は、名古屋自由学院と表示される場合があります。） 
※ 一旦納めた選考料は、理由の如何にかかわらず返還しません。 

 

 

 ＜出願書類の提出＞ 

出願書類を次のいずれかの方法で提出してください。 

（郵送の場合） ※出願受付期間内必着です。 

送付先：〒481-8503  愛知県北名古屋市熊之庄古井 281 

名古屋芸術大学 広報部 学生募集チーム 宛 

（持参の場合） ※持参の場合の窓口受付時間は午前 9時から午後 4時までです。（土日祝は除く） 

●名古屋芸術大学 東キャンパス（北名古屋市熊之庄古井 281）1号館 2 階「広報部」 
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 ＜出願書類＞ 

出願書類として、次の書類各 1 通を提出してください。 ＊は本学所定様式 

(1) 入学願書・受験票・受験副票（顔写真貼付 2枚 4cm×3cm）＊ 

(2) 選考料の振込受領書又は利用明細書のコピー 

(3) 履歴書（顔写真貼付 1枚 4cm×3cm）＊ 

(4) 最終学校の卒業（見込）証明書 

(5) 最終学校の成績証明書 

(6) 健康診断書＊ 

(7) 曲目用紙＊ 

注 1:(4)～(7) の書類は、本学の学部を卒業した者及び本学卒業見込み者については提出不要です。 

注 2:いったん提出された書類は返還しません。 

 

 

６．選考 

 ＜選考日＞ 

期 選考日 入学時期 

前期 2022 年 3 月 7 日(月) 2022 年 4月入学 

後期 2022 年 9 月 1 日(木) 2022 年 9月入学 

※前期選考日、後期選考日ともに、午前9時30分に集合となります。 

※午前9時40分よりオリエンテーションを実施し、午前10時より選考開始となります。 

〔集合場所〕名古屋芸術大学 東キャンパス（北名古屋市熊之庄古井 281）1号館 1 階ロビー 

 

 ＜選考内容＞ 

入学の志願者に対する選考は、専攻実技 と 個人面接 とする。ただし、本学卒業（見込）

者に対する専攻実技は、卒業試験の成績をもってこれに代えるものとする。 
 

専攻実技は次のとおりとする。 

(1) 声楽コース 

  自由曲3曲（日本歌曲1曲及びオペラアリア１曲を含めて、3曲の演奏時間は12分以内とす

る。）を演奏する。曲名は「曲目用紙」に記入し出願時に提出する。伴奏者を同伴する。 

(2) 鍵盤楽器コース（ピアノ、電子オルガン） 

  自由曲1曲を演奏する。曲名は「曲目用紙」に記入し出願時に提出する。 

(3) 弦管打コース 

  自由曲1曲を演奏する。曲名は「曲目用紙」に記入し出願時に提出する。伴奏者が必要な場

合は同伴する。 

 

 ＜選考結果発表＞ 

期 選考結果発表日 入学時期 

前期 2022 年 3 月 11 日(金) 2022 年 4月入学 

後期 2022 年 9 月 6 日(火) 2022 年 9月入学 

※上記の日程付で受験者本人宛に通知します。 
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７．入学の手続き 

  選考合格者は以下の期日までに、次の書類の提出（郵送可）及び、納付金を納入し、手続きをして

ください。 

 

 ＜書類提出・納付金納入期限＞ 

期 書類提出・納付金納入期限 入学時期 

前期 2022 年 3 月 18 日(金) 2022 年 4月入学 

後期 2022 年 9 月 9 日(金) 2022 年 9月入学 

 

 ＜提出書類等＞ 

(1) 誓約書ならびに個人情報保護に関する承諾書（本学所定の様式） 

(2) 住民票 

(3) 納付金 

入学金： 50,000円（初回のみ。本学卒業生は免除） 

授業料：180,000円（1セメスター） 

実習費： 70,000円（1セメスター） 

保険料： 1,340円〔税込〕（学生教育研究災害傷害保険料及び学研災付帯賠償責任保険料） 

※一旦納入した納付金は、原則として返還しません。 

 

 

８．受講について 

  ディプロマ受講生として入学を許可された者に対しては、当該学部の各コースの指導教員の指示に従

って受講しなければなりません。（週 1回 60分、1セメスター全 15回） 

  なお、実技レッスンは原則として、名古屋音楽学校で行います。 

 

＜名古屋音楽学校＞ 

 所在地： 名古屋市中区新栄町 2丁目 9番地 

 ＴＥＬ： 052-973-3456 

 

 

９．修了証 
  ディプロマ受講生が、1年間（2セメスター）の課程を修め、評価基準に達した場合の証明として、指

導教員の推薦により、当該学部の教授会の意見を聴いて、学長は次のいずれかのディプロマの称号を授

与します。 

  ただし、同じディプロマの称号を再度取得することはできません。 

(1) 「ディプロマ(Basic)」 

(2) 「ディプロマ(AdvanceⅠ)」 

(3) 「ディプロマ(AdvanceⅡ)」 

(4) 「ディプロマ(Excellent)」 

 

 

10．問い合わせ先 

  名古屋芸術大学 東キャンパス 〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281 

 

＜出願について＞ 

       広報部学生募集チーム TEL: 0568-24-0318 （広報部直通） 

 

＜修学内容について＞ 

       学務部学生支援チーム TEL: 0568-24-3010 （学生支援チーム直通） 


