
音楽事務所

音楽事務所� HP はホームページ有り
【あ】

アートセンター
佐藤　豊

151-0071東京都渋谷区本町6-41-7　エマーユパレス401
電◯Ⓕ3379-2868

（有）アイエムシー音楽出版
倉地潔明

171-0033東京都豊島区高田3-32-3-2F
電◯6907-2535　Ⓕ6907-2565 HP

（株）アスペン
茂田雅美

106-0031東京都港区西麻布2-20-16
電◯5467-0081　Ⓕ5468-0066 HP

（株）AMATI
入山功一

107-0052東京都港区赤坂1-14-5-S201
電◯3560-3007　Ⓕ3560-3008 HP

（株）アルス東京
佐々木伸代

105-0003東京都港区西新橋2-4-9南桜ビルアネックスⅠ
電◯3580-0379　Ⓕ3580-0978 HP

（株）アレグロミュージック
小川和彦

102-0094東京都千代田区紀尾井町3-29-5002
電◯5216-7131　Ⓕ5216-7130 HP

（株）1002
徳永英樹

102-0083東京都千代田区麹町2-3-9麹町プレイス7Ｆ
電◯3264-0244　Ⓕ3264-1788 HP

（株）インタースペース
中井孝栄

102-0074東京都千代田区九段南2-4-4-7F
電◯3263-4399　Ⓕ3263-6840 HP

（株）インターミューズ・トーキョウ
小野階也

107-0052東京都港区赤坂9-1-7秀和赤坂レジデンシャル575
電◯3475-6870　Ⓕ3475-6417 HP

ヴォイス・ファクトリイ（株）
輪嶋東太郎

102-0082東京都千代田区一番町29-2-4F
電◯6261-5666　Ⓕ6261-5667 HP

（有）エラート音楽事務所
正門省吾

606-8305京都市左京区吉田河原町14㈶近畿地方発明センター内
電◯075-751-0617　Ⓕ075-751-1260 HP

（有）大阪アーティスト協会
西村典子　黒川浩明

530-0041大阪市北区天神橋3-3-3-507
電◯06-6135-0503　Ⓕ06-6135-0504 HP

（株）大阪アートエージェンシー
奥村芙未

569-0071高槻市城北町1-4-39山室屋ビル303
電◯072-648-3852　Ⓕ072-648-3853 HP

大阪新音
五十嵐　恵

530-0047大阪市北区西天満4-6-14-201
電◯06-6926-4888　Ⓕ06-6926-4889 HP

（株）オーパス・ワン
三國映仁

101-0048東京都千代田区神田司町2-13神田第4アメレックスビル
411
電◯5577-2072　Ⓕ2073　ⓔinfo@opus-one.jp� HP

オフィスアルシュ
兼岩好江

171-0052東京都豊島区南長崎4-27-3
電◯3565-6771 HP

（株）音楽芸術家協会
百瀬　力　鈴木郁子

156-0053東京都世田谷区桜1-31-26
電◯3429-6189　ⓔongei@octone.net HP

（株）音楽事務所アーテム
清水宗治

105-0003東京都港区西新橋3-17-7#1103
電◯5776-4911　Ⓕ5776-4922 HP

（株）音楽之友社
堀内久美雄

162-8716東京都新宿区神楽坂6-30（業務部）
電◯3235-2113　Ⓕ3235-2119 HP

【か】
KAJIMOTO
梶本眞秀

104-0061東京都中央区銀座6-4-1東海堂銀座ビル5F
電◯3574-0969　Ⓕ3574-0980 HP

（株）カメラータ・トウキョウ
井阪　紘

151-0062東京都渋谷区元代々木町14-3和興ビル2F
電◯5790-5566　Ⓕ5790-5562 HP

（有）クラシック名古屋
岩崎幸弘

460-0024名古屋市中区正木4-8-7れんが橋ビル1階
電◯052-678-5310　Ⓕ052-678-5330 HP

（株）クリスタル・アーツ
土橋和之

107-0061東京都港区北青山2-12-15Gフロント青山6F
電◯6434-7997　Ⓕ6434-7998 HP

Kトレーディング（株）
吉田慶子

107-0062東京都港区南青山5-9-12-504
電◯6418-1008　Ⓕ6418-1009 HP

http://www.imc-music.net/
http://aspen.jp
http://www.amati-tokyo.com
https://arstokyo.co.jp
http://www.allegromusic.co.jp//
https://www.1002.co.jp/
http://www.ints.co.jp
http://intermuse.lolipop.jp/
http://www.voice-factory.com/
http://www.oaa1985.com
https://o-art-agency.com/
http://www.osaka-shinon.com
http://www.opus-one.jp
https://www.officearches.com
http://www.ongei.jp
https://www.atem-music.com
https://www.ongakunotomo.co.jp
http://www.camerata.co.jp
https://clanago.com
http://crystalarts.jp
http://www.ktrading.co.jp/
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神戸コンサート協会（有）
花本　治

657-0054神戸市灘区稗原町2-3-15-302
電◯078-805-6351　Ⓕ078-805-6352

（株）光藍社　KORANSHA
山本真彦

160-0005東京都新宿区愛住町23-2ベルックス新宿ビルⅡ11F
電◯6457-4159　Ⓕ6457-4259� HP

国際芸術連盟
服部和彦

160-0022東京都新宿区新宿2-15-2岩本和裁ビル2F
電◯3356-4033　Ⓕ3356-5780� HP

コジマ・コンサートマネジメント
小島　裕

本社・関西事務所：571-0063門真市常称寺町16-1-204
電◯072-887-2560　Ⓕ072-887-2561
東京事務所：160-0022東京都新宿区新宿1-24-7-408
電◯5379-3733　Ⓕ3353-6881� HP

古典音楽協会　日本室内オーケストラ協議会事務局
鈴木北斗

164-0014東京都中野区南台3-10-4-204コンサートプロジェクト北星
電◯Ⓕ3384-1482

コンサートイマジン
佐藤修悦

162-0802東京都新宿区改代町35（株）コンサートサービス内　
電◯3235-7772　Ⓕ3235-3855� HP

（株）コンセール・プルミエ
石川尚樹

193-0944八王子市館町200-2
電◯042-662-6203　Ⓕ042-662-6205

【さ】
（株）サカモト・ミュージカル・カンパニー
坂本博士

158-0082東京都世田谷区等々力2-17-8
電◯3703-3377　Ⓕ3703-3370

（株）ザ・スタッフ
菅原多敢弘

151-0053東京都渋谷区代々木1-57-2ドルミ代々木301
電◯3375-0055　Ⓕ3375-0151� HP

サトー音楽研究所
佐藤菊夫

158-0081東京都世田谷区深沢8-6-6
電◯Ⓕ3704-1190

（株）サモンプロモーション
熊取谷有里子

530-0005大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル9F
電◯06-6225-2237　Ⓕ06-6225-2206� HP

産経新聞社事業本部
事業本部長　伊藤富博

100-8079東京都千代田区大手町1-7-2
電◯3275-8904　Ⓕ3243-1800� HP

産経新聞モーストリー・クラシック編集部
編集長　江原和雄

100-8077東京都千代田区大手町1-7-2
電◯3275-8323　Ⓕ3275-8391� HP

（株）CBCテレビ　メディアコンテンツ局
局長　赤星　哲

460-8405名古屋市中区新栄1-2-8
電◯052-241-8118　Ⓕ052-259-1365� HP

NPO法人　JML音楽研究所
入野礼子（髙橋冽子）

156-0043東京都世田谷区松原5-22-2
電◯3323-0646　Ⓕ3325-5468� HP

（株）ジェイ・ツー
渡邊和雄

107-0052東京都港区赤坂9-6-30ルイマーブル乃木坂501
電◯5474-5733　Ⓕ5474-5703� HP

（株）重本音楽事務所
重本昌信

182-0036調布市飛田給3-22-40
電◯042-484-1195　Ⓕ042-489-2689� HP

（株）シド音楽企画
松崎三恵子

150-0047東京都渋谷区神山町17-3,�302
電◯3465-6115　Ⓕ3465-6144� HP

（株）ジャパン・アーツ
関田正幸

150-8905東京都渋谷区渋谷2-1-6
電◯3499-8090（代）Ⓕ3499-8092� HP

（株）新演
渡辺朗子

104-0032東京都中央区八丁堀4-12-20第1SSビル9階B
電◯6222-9513　Ⓕ6222-9514� HP

（株）せきれい社
佐瀬　亨

107-0052東京都港区赤坂7-5-48赤坂スカイハイツ502
電◯6685-5914　Ⓕ6685-5913� HP

（株）センターヴィレッジ
中村光宏

162-0065東京都新宿区住吉町1-17-509
電◯5367-8345　Ⓕ5367-8346�

（有）ソナーレ・アートオフィス
金子哲理

145-0064東京都大田区上池台3-5-18
電◯5754-3102　Ⓕ5754-3103� HP

（株）ソニー・ミュージックアーティスツ
桂田大助

141-8569東京都品川区上大崎2-13-30�oak�meguro
電◯6757-8300　Ⓕ6757-8298� HP

（株）ソレイユ音楽事務所
小野　誠

192-0372八王子市下柚木3-2-1-506
電◯042-670-7715　Ⓕ042-677-6032� HP

http://koransha.com
http://www.jila.co.jp
http://www.samonpromotion.com
https://www.eventsankei.jp/
http://www.mostly.jp/
https://hicbc.com/event/
http://www.jml-irino.jp
http://www.j-two.co.jp
https://www.sige-jp.com
http://www.sido-music.com/
http://www.japanarts.co.jp/
http://www.shin-en.jp
http://sarasate.jp/
http://www.sonare-art-office.co.jp/
https://www.sma.co.jp
http://www.soleilmusic.com
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【た】
髙嶋音楽事務所（（株）エイティーン）
髙嶋弘之

150-0033東京都渋谷区猿楽町10-8-303
電◯6455-1671　Ⓕ6455-1672� HP

（有）ダウランド　アンド　カンパニイ
角田圭子

189-0012東村山市萩山町3-21-17�
電◯Ⓕ042-390-6430� � HP

（株）テレビマンユニオン　音楽事業部
部長　菅原康洋

150-0001東京都渋谷区神宮前5-53-67コスモス青山South棟
電◯6418-8617　Ⓕ6418-8740� HP

（株）テンポプリモ
中村聡武

104-0061東京都中央区銀座5-15-19銀座三真ビル4F
電◯3524-1221　Ⓕ3524-1222� HP

（株）東音企画
福田成康

170-0002東京都豊島区巣鴨1-15-1-5F
電◯3944-1581　Ⓕ3944-2130� HP

（株）東京アーティスツ
中根俊士

108-0074東京都港区高輪4-24-41フェアネス高輪101
電◯3440-7571　Ⓕ3440-7383� HP

（株）東京音楽文化センター
藤井亮子

105-0001東京都港区虎ノ門1-2-16虎ノ門浜崎ビル5F
電◯3501-9188　Ⓕ3591-0017� HP

（株）東京コンサーツ
飯塚幹夫　尚　紀子

169-0051東京都新宿区西早稲田2-3-18
電◯3200-9755　Ⓕ3200-9882� HP

【な】
（株）二期会21
福井　敬

151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷1-25-12
電◯3796-4711　Ⓕ3796-4710� HP

（株）日本アーティスト
幡野菜穂子
寺田有佑

本社：166-0003東京都杉並区高円寺南4-7-1-4F
電◯5377-7766　Ⓕ5377-7767
支社：112-0002東京都文京区小石川4-16-13-301
電◯5689-3710　Ⓕ5800-5451� HP

日本音楽企画（株）
木内大介

188-0012西東京市南町3-19-26
電◯042-463-6023　Ⓕ042-467-6023� HP

一般社団法人　日本合唱協会
山﨑　滋

254-0075平塚市中原2-23-10日唱連絡センター
電◯070-5584-5476　Ⓕ0463-33-1465� HP

（株）日本コンサート協会
野口琢馬

157-0064東京都世田谷区給田3-11-8
電◯Ⓕ3300-1632�

日本経済新聞社文化事業局文化事業部
文化事業局長　小島正彦

100-8066東京都千代田区大手町1-3-7
電◯6256-7394　Ⓕ6256-7842� HP

日本テレマン協会
延原武春

530-0002大阪市北区曾根崎新地2-1-17
電◯06-6345-1046　Ⓕ06-6345-1045� HP

（株）ノア・ミュージック
畠山典子

157-0073東京都世田谷区砧3-16-5
電◯Ⓕ3417-7000� HP

【は】
ハーブ  クラシックス
村田崇夫

182-0011東京都調布市深大寺北町6-56-23
電◯Ⓕ042-444-3239� HP

ハーモニージャパン（株）
日下部勝德

150-0001東京都渋谷区神宮前6-19-21-7F
電◯3409-3345　Ⓕ3409-5115� HP

（株）パシフィック・コンサート・マネジメント
中尾玉樹

104-0043東京都中央区湊2-8-7digビル4F
電◯3552-3831　Ⓕ3553-4800� HP

（株）パセオ
小山雄二

164-0001東京都中野区中野3-3-6セルバビル3F
電◯6382-4611　Ⓕ6382-4613

（株）ハラヤミュージックエンタープライズ
原谷冨士子

861-2101熊本市東区桜木2-18-8
電◯096-369-5626　Ⓕ5415� HP

（株）ビュッフェ・クランポン・ジャパン
長手　健

135-0016東京都江東区東陽4-8-17
電◯5632-5511　Ⓕ5632-5526� HP

（株）ヒラサ・オフィス
平佐素雄

157-0066東京都世田谷区成城2-40-5-603
電◯5727-8830　Ⓕ5727-8831� HP

（株）フェイス音楽出版／フェイスミュージック
荒木浩三

160-0023東京都新宿区西新宿4-5-1幸伸ビル6F
電◯5333-3315　Ⓕ5333-3312� HP

http://www.dowlandjp.com
http://tvumd.com/
http://www.tempoprimo.co.jp
https://www.to-on.com/
http://tokyoartists.jimdo.com/
http://tobc.co.jp
http://www.tokyo-concerts.co.jp
http://www.nikikai21.net
http://www.nipponartists.jp
http://www.nichion.net
http://www.nissho-chorus.com
http://www.nikkei-events.jp/
http://www.noah.jpn.com/
http://www.herb-classics.jp
http://www.harmonyjapan.com
http://www.pacific-concert.co.jp/
https://www.buffet-crampon.com/ja
http://www.face-music.co.jp/
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（有）フォルテ音楽事務所
大谷大典

530-0015大阪市北区中崎西3-1-10朝日プラザ梅田東205
電◯06-6375-7431　Ⓕ06-6375-7440� HP

（有）藤井音楽事務所
藤井祥子

Ⓕ042-467-7461

一般社団法人　ブラームスホール協会
萩野美智子

520-3047栗東市手原8-1-2
電◯077-553-1699　Ⓕ077-553-0734� HP

（株）ブライトワン
宇治重喜

107-0062東京都港区南青山6-7-5-905
電◯5485-3802　Ⓕ6805-0579� HP

（有）プラネット・ワイ
酒井柚香

161-0033東京都新宿区下落合1-15-21下落合ハウス102
電◯5988-9316　Ⓕ5988-9319� HP

プリスキラ・アーツ
西田皖佑　萩原千代

104-0061東京都中央区銀座5-6-2銀座七宝ビル3F
電◯3571-0955　Ⓕ3571-0899

（株）プレルーディオ
石井郁朗

215-0004川崎市麻生区万福寺1-16-6
電◯044-953-2105　Ⓕ044-955-5724� HP

（株）プロアルテムジケ
原　源郎

112-0013東京都文京区音羽1-20-14MBS音羽ビル5Ｆ
電◯3943-6677　Ⓕ3943-6659� HP

【ま】
毎日新聞社事業本部
日本音楽コンクール事務局　山科武司

100-8051東京都千代田区一ツ橋1-1-1
電◯3212-0187　Ⓕ3284-1604� HP

（有）マルタミュージックサービス
丸田　朗

273-0037船橋市古作3-1-15-308
電◯047-335-2002　Ⓕ047-335-2062� HP

（株）ミュージックプラント
渡邊俊夫

155-0031東京都世田谷区北沢1-20-15パークハイツ東北沢102
電◯3466-2258　Ⓕ3466-2217� HP

（有）ミューズ（ミューズ音楽館）（ミューズクリエート）
山下高博　山下文恵

462-0825名古屋市北区大曽根2-8-58
電◯052-910-6700　Ⓕ052-910-6701� HP

（株）ミリオンコンサート協会
小尾　旭

105-0001東京都港区虎ノ門1-21-10グランスイート虎ノ門702号
電◯3501-5638　Ⓕ3501-5620� HP

ムジカキアラ
土屋由美子

141-0031東京都品川区西五反田2-10-8-419
電◯6431-8186　Ⓕ3495-1770� HP

（株）メイ・コーポレーション
三枝成彰

本社：106-0032東京都港区六本木5-16-5インペリアル六本木908
電◯3584-1951　Ⓕ3584-1952� HP

（株）メロス・アーツ・マネジメント
伊藤真二

160-0022東京都新宿区新宿1-30-16-504
電◯3358-9005　Ⓕ3358-9025� HP

【や】
（株）ヤマハミュージックエンタテインメントホールディン
グス　プロダクション部クラシックス
米谷　亮

150-0001東京都渋谷区神宮前2-34-17
電◯6894-0185　Ⓕ6894-0220
� HP

ユー・アーツ
奈切敏郎

167-0051東京都杉並区荻窪4-17-3奈切方
電◯3392-1250　Ⓕ3392-9818

（株）ユーラシック
村上雄一

151-0064東京都渋谷区上原1-17-3-103
電◯3481-8636　Ⓕ3481-8620� HP

読売新聞東京本社事業開発部
部長　中島康雄

100-8055東京都千代田区大手町1-7-1
電◯3216-8606　Ⓕ3216-8976

http://fortemusic-o.com
http://music.tankai.biz
http://www.bright-one.co.jp
http://www.planet-y.co.jp
http://www.preludio.co.jp/
http://www.proarte.jp
http://oncon.mainichi-classic.jp/
http://maltamusic.net
http://www.mplant.co.jp
http://www.muse-ongakukan.com
http://www.melosarts.jp
https://www.yamaha-meh.co.jp/business/artist/
http://www.eurassic.jp


大学・短期大学（音楽系・アートマネジメント系）

大学・短期大学（音楽系・アートマネジメント系）
【国立】

北海道教育大学岩見沢校 068-8642岩見沢市緑が丘2-34
電◯0126-32-0250　Ⓕ0126-32-0251

弘前大学教育学部 036-8560弘前市文京町1番地
電◯0172-39-3314　Ⓕ0172-32-1478

岩手大学教育学部芸術文化課程音楽コース 020-8550盛岡市上田3-18-33
電◯019-621-6504　Ⓕ019-621-6600（学部運営グループ）

宮城教育大学教育学部音楽教育講座 980-0845仙台市青葉区荒巻字青葉149
電◯Ⓕ022-214-3439

秋田大学教育文化学部 010-8502秋田市手形学園町1-1
電◯018-889-2509　Ⓕ018-833-3049

山形大学地域教育文化学部音楽芸術コース・文化創生コース 990-8560山形市小白川町1-4-12
電◯023-628-4375　Ⓕ023-628-4454

福島大学人間発達文化学類スポーツ・芸術創造専攻（音楽） 960-1296福島市金谷川1番地
電◯024-548-5151　Ⓕ024-548-3181

茨城大学教育学部音楽科（音楽教育講座） 310-8512水戸市文京2-1-1
電◯029-228-8244（谷川佳幸研究室）　Ⓕ029-228-8246（教育学部代表）

宇都宮大学共同教育学部音楽分野 321-8505宇都宮市峰町350
電◯028-649-5242　Ⓕ028-649-5244

群馬大学教育学部 371-8510前橋市荒牧町4-2

埼玉大学教育学部 338-8570さいたま市桜区下大久保255
電◯048-858-3142　048-858-3144（教育学部支援室）　
Ⓕ048-858-3690

千葉大学教育学部音楽科 263-8522千葉市稲毛区弥生町1-33
電◯043-290-2688　Ⓕ043-290-2688

政策研究大学院大学政策研究科文化政策コース 106-8677東京都港区六本木7-22-1
電◯03-6439-6000　Ⓕ03-6439-6010

東京藝術大学音楽学部・音楽研究科 110-8714東京都台東区上野公園12-8
電◯050-5525-2303　Ⓕ03-5685-7784

お茶の水女子大学文教育学部芸術・表現行動学科音楽表現コ
ース

112-8610東京都文京区大塚2-1-1
電◯Ⓕ03-5978-5279

東京大学教養学部オルガン委員会・ピアノ委員会 153-8902東京都目黒区駒場3-8-1
電◯03-5454-6139　Ⓕ03-5454-4929（駒場博物館）

東京学芸大学教育系音楽専攻 184-8501東京都小金井市貫井北町4-1-1
電◯042-329-7740

横浜国立大学教育学部学校教育課程音楽教育講座 240-8501横浜市保土ヶ谷区常盤台79-2
電◯045-339-3469　

山梨大学教育学部芸術身体教育コース音楽系 400-8510甲府市武田4-4-37
電◯055-220-8103（学部総務G）　Ⓕ055-220-8791

信州大学教育学部音楽教育コース 380-8544長野市西長野6-ロ
電◯026-234-4011　Ⓕ026-234-5540

静岡大学教育学部音楽教育講座 422-8529静岡市駿河区大谷836
電◯054-237-1111

愛知教育大学教育学部 448-8542刈谷市井ヶ谷町広沢1
電◯0566-26-2415（創造科学系事務室）
　0566-26-2435（音楽教育講座共同研究室）

岐阜大学教育学部音楽教育講座 501-1193岐阜市柳戸1-1
電◯058-293-2203　Ⓕ058-293-2273

上越教育大学学校教育学部 943-8512上越市山屋敷町1番地
電◯025-522-2411　Ⓕ025-521-3220

新潟大学教育学部芸術環境創造課程音楽表現コース 950-2181新潟市西区五十嵐2の町8050番地
電◯025-262-7101　Ⓕ025-262-7122

金沢大学人間社会学域学校教育学類音楽教育専修 920-1192金沢市角間町
電◯076-264-5450　Ⓕ076-234-4060

http://yamanashidaigakumusic.blogspot.com
https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/course/music/
http://www.aichi-edu.ac.jp
http://www.juen.ac.jp


大学・短期大学（音楽系・アートマネジメント系）

福井大学教育学部 910-8507福井市文京3-9-1
電◯0776-23-0500　Ⓕ0776-27-8521

三重大学教育学部 514-8507津市栗真町屋町1577
電◯059-232-1211　Ⓕ059-231-9352

滋賀大学教育学部 520-0862大津市平津2-5-1
電◯077-537-7704　Ⓕ077-537-7786

京都教育大学教育学部音楽領域専攻 612-8522京都市伏見区深草藤森町1番地
電◯075-644-8106　Ⓕ075-644-8113

奈良教育大学教育学部 630-8528奈良市高畑町

和歌山大学教育学部 640-8510和歌山市栄谷930

大阪教育大学教育学部教養学科芸術専攻音楽コース 582-8582柏原市旭ヶ丘4-698-1

神戸大学国際人間科学部発達コミュニティ学科
ミュージック・プログラム

657-8501神戸市灘区鶴甲3-11

兵庫教育大学大学院学校教育研究科芸術系教育コース 673-1494加東市下久米942-1
電◯Ⓕ0795-44-2249（研究支援課）

岡山大学大学院教育学研究科音楽教育講座 700-8530岡山市北区津島中3-1-1
電◯Ⓕ086-251-7648

広島大学教育学部音楽文化教育学講座 739-8524東広島市鏡山1-1-1
電◯082-424-6834　Ⓕ082-424-5248

島根大学教育学部 690-8504松江市西川津町1060
電◯Ⓕ0852-32-6251

山口大学教育学部 753-8513山口市吉田1677-1
電◯083-933-5300　Ⓕ083-933-5304

香川大学教育学部学校教育教員養成課程 音楽
（小学校教育コース・中学校教育コース）

760-8522高松市幸町1-1
電◯087-832-1411　Ⓕ087-832-1417

鳴門教育大学大学院学校教育研究科
教科・領域教育専攻芸術系コース（音楽）

772-8502鳴門市鳴門町高島字中島748
電◯088-687-6000

愛媛大学教育学部音楽教育講座 790-8577松山市文京町3
電◯089-927-9371　Ⓕ089-927-9395

高知大学教育学部 780-8520高知市曙町2-5-1
電◯088-844-8368　Ⓕ088-844-8453

福岡教育大学教育学部音楽教育講座 811-4192宗像市赤間文教町1-1
電◯0940-35-1425　Ⓕ0940-35-1715

佐賀大学文化教育学部 840-8502佐賀市本庄町１
電◯0952-28-8213　Ⓕ0952-28-8219

長崎大学教育学部学校教育教員養成課程（中学校教育コース
音楽専攻・幼稚園教育コース芸術的感性開発専攻）

852-8521長崎市文教町1-14
電◯095-819-2266　Ⓕ095-819-2401

熊本大学教育学部音楽科 860-8555熊本市中央区黒髪2-40-1
電◯Ⓕ096-342-2680（水曜午前中のみ）

大分大学教育学部 870-1192大分市大字旦野原700

宮崎大学教育学部音楽教育講座 889-2192宮崎市学園木花台西1-1
電◯0985-58-2889（教育学部総務係）

鹿児島大学教育学部音楽教育 890-0065鹿児島市郡元1-20-6
電◯Ⓕ099-285-7901

琉球大学教育学部 903-0213沖縄県中頭郡西原町字千原1
電◯098-895-8313　Ⓕ098-895-8316

【公立】
静岡文化芸術大学文化政策学部 430-8533浜松市中区中央2-1-1

電◯053-457-6111　Ⓕ053-457-6123
愛知県立芸術大学音楽学部・大学院音楽研究科博士前期課程・
博士後期課程

480-1194長久手市岩作三ケ峯1-114
電◯0561-76-2492　Ⓕ0561-62-0083

京都市立芸術大学音楽学部音楽学科 610-1197京都市西京区大枝沓掛町13-6
電◯075-334-2222　Ⓕ075-334-2345

http://edu.okayama-u.ac.jp/~ongaku/
http://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~onken/
http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/
http://www.fukuoka-edu.ac.jp/
http://www.educ.kumamoto-u.ac.jp
https://www.cc.miyazaki-u.ac.jp/music/
https://www.aichi-fam-u.ac.jp/


大学・短期大学（音楽系・アートマネジメント系）

大分県立芸術文化短期大学音楽科 870-0833大分市上野丘東1-11
電◯Ⓕ097-545-8758

沖縄県立芸術大学音楽学部 903-8602那覇市首里当蔵町1-4
電◯098-882-5000　Ⓕ098-882-5033

【私立】
札幌大谷大学芸術学部音楽学科 065-8567札幌市東区北16条東9丁目1-1

電◯011-742-1651　Ⓕ011-742-1654
北翔大学教育文化学部教育学科音楽コース 069-8511江別市文京台23番地

電◯011-386-8011　Ⓕ011-387-1542
宮城学院女子大学学芸学部音楽科 981-8557仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1

電◯Ⓕ022-277-6130
郡山女子大学短期大学部音楽科 963-8503郡山市開成3-25-2

電◯024-932-4848　Ⓕ024-933-6748
宇都宮短期大学音楽科 321-0346宇都宮市下荒針町長坂3829

電◯028-648-2331　Ⓕ028-648-9870
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

電◯048-974-8811　Ⓕ048-974-8936
東邦音楽大学 350-0015川越市今泉84

電◯049-235-2157　Ⓕ049-235-1165
尚美学園大学 350-1110川越市豊田町1-1-1

電◯049-246-2700　Ⓕ049-246-2531
跡見学園女子大学マネジメント学部 352-8501新座市中野1-9-6

電◯048-478-4110　Ⓕ048-478-4142
聖徳大学音楽学部音楽学科 271-8555松戸市岩瀬550

電◯047-365-1111　Ⓕ047-363-1401
上野学園大学音楽学部音楽学科 110-8642東京都台東区東上野4-24-12

電◯03-3842-1021　Ⓕ03-3843-7548
上野学園大学短期大学部音楽科 110-8642東京都台東区東上野4-24-12

電◯03-3842-1021　Ⓕ03-3843-7548
桜美林大学芸術文化学群音楽専修 194-0032町田市本町田2600-4

電◯042-739-0080　Ⓕ042-739-0088
国立音楽大学 190-8520立川市柏町5-5-1

電◯042-535-9535　Ⓕ042-534-3207
慶應義塾大学大学院文学研究科美学美術史学専攻アート・マ
ネジメント分野

108-8345東京都港区三田2-15-45
電◯03-3453-4511　Ⓕ03-5427-1359

国際基督教大学教養学部 181-8585三鷹市大沢3-10-2
電◯0422-33-3040　Ⓕ0422-33-3355

成城大学文芸学部芸術学科 157-8511東京都世田谷区成城6-1-20
電◯03-3482-9412　Ⓕ03-3482-7740

玉川大学芸術学部 194-8610町田市玉川学園6-1-1
電◯042-739-8416　Ⓕ042-739-8856

東京音楽大学 153-8622東京都目黒区上目黒1-9-1
電◯03-6455-2700　Ⓕ03-6455-2770

東邦音楽短期大学音楽科 112-0012東京都文京区大塚4-46-9
電◯03-3946-9667　Ⓕ03-3946-2455

桐朋学園大学 182-8510調布市若葉町1-41-1
電◯03-3307-4101　Ⓕ03-3307-4354

桐朋学園芸術短期大学音楽専攻 182-8510調布市若葉町1-41-1
電◯03-3300-4252　Ⓕ03-3300-4253

日本大学芸術学部音楽学科 176-8525東京都練馬区旭丘2-42-1
電◯03-5995-8240　Ⓕ03-5995-8249

武蔵野音楽大学 176-8521東京都練馬区羽沢1-13-1
電◯03-3992-1121　Ⓕ03-3991-7599

明治学院大学文学部芸術学科音楽学コース 108-8636東京都港区白金台1-2-37
電◯03-5421-5151

洗足学園音楽大学 213-8580川崎市高津区久本2-3-1
電◯044-856-2713　Ⓕ044-856-2714

https://www.toho-music.ac.jp/
https://www.shobi-u.ac.jp
http://www.seitoku.jp/univ/
https://www.uenogakuen.ac.jp
https://www.uenogakuen.ac.jp/junior_college/
https://www.obirin.ac.jp/academics/performing_visual_arts/course_music/
https://www.kunitachi.ac.jp
https://www.icu.ac.jp
http://www.tokyo-ondai.ac.jp/
https://www.tohomusic.ac.jp/
http://www.toho.ac.jp/college/index.html
https://www.senzoku.ac.jp/music/
http://www.art.nihon-u.ac.jp/education/graduate/music/


大学・短期大学（音楽系・アートマネジメント系）

昭和音楽大学 215-8558川崎市麻生区上麻生1-11-1
電◯044-953-1121　Ⓕ044-953-1311

昭和音楽大学短期大学部 215-8558川崎市麻生区上麻生1-11-1
電◯044-953-1121　Ⓕ044-953-1311

フェリス女学院大学音楽学部 231-8651横浜市中区山手町37
電◯045-641-8396　Ⓕ045-641-0207

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4-1-1
電◯0463-58-1211　Ⓕ0463-50-2097

上田女子短期大学幼児教育学科芸術コース（音楽） 386-1214上田市下之郷乙620
電◯0268-38-2352　Ⓕ0268-38-7315

常葉大学短期大学部音楽科 420-0911静岡市葵区瀬名1-22-1
電◯054-263-1125　Ⓕ054-263-2750　ⓔs-ongaku@tokoha-jc.ac.jp

名古屋音楽大学 453-8540名古屋市中村区稲葉地町7-1
電◯052-411-1115　Ⓕ052-413-2300

金城学院大学文学部音楽芸術学科 463-8521名古屋市守山区大森2-1723
電◯052-798-0180　Ⓕ052-799-2089（文学部）

名古屋芸術大学芸術学部芸術学科音楽領域 481-8503北名古屋市熊之庄古井281
電◯0568-24-0315　Ⓕ0568-24-0317

岐阜聖徳学園大学教育学部学校教育課程音楽専修 501-6194岐阜市柳津町高桑西1-1
電◯058-279-0804　Ⓕ058-279-4171

大垣女子短期大学音楽総合学科 503-8554大垣市西之川1-109
電◯0584-81-6811　Ⓕ0584-81-6818

桐朋学園大学院大学
桐朋オーケストラ・アカデミー

930-0138富山市呉羽町1884-17
電◯076-434-6800　Ⓕ076-434-6666

京都女子大学発達教育学部教育学科 音楽教育学専攻 605-8501京都市東山区今熊野北日吉町35
電◯075-531-7246

京都橘大学大学院文化政策学研究科 607-8175京都市山科区大宅山田町34
電◯075-571-1111　Ⓕ075-574-4122

同志社女子大学学芸学部音楽学科 610-0395京田辺市興戸
電◯0774-65-8501　Ⓕ0774-65-8504

相愛大学音楽学部 559-0033大阪市住之江区南港中4-4-1
電◯06-6612-5900　Ⓕ06-6612-3983

大阪音楽大学 561-8555豊中市庄内幸町1-1-8
電◯06-6334-2131　Ⓕ06-6336-0479

大阪音楽大学短期大学部音楽科 561-8555豊中市庄内幸町1-1-8
電◯06-6334-2131　Ⓕ06-6336-0479

大阪芸術大学芸術学部演奏学科・音楽学科 585-8555大阪府南河内郡河南町東山469
電◯0721-93-3781　Ⓕ0721-93-5733

神戸女学院大学音楽学部 662-8505西宮市岡田山4-1
電◯0798-51-8550　Ⓕ0798-51-8551

武庫川女子大学音楽学部　演奏学科・応用音楽学科 663-8558西宮市池開町6-46
電◯0798-47-1212　Ⓕ0798-45-3568

くらしき作陽大学音楽学部 710-0292倉敷市玉島長尾3515
電◯086-523-0888　Ⓕ086-523-0811

作陽短期大学 710-0292倉敷市玉島長尾3524
電◯086-523-0888　Ⓕ086-523-0811

エリザベト音楽大学 730-0016広島市中区幟町4-15
電◯082-221-0918　Ⓕ082-221-0947

広島文化学園大学学芸学部音楽学科 731-0136広島市安佐南区長束西3-5-1
電◯082-239-5171　Ⓕ082-239-2863

山口芸術短期大学芸術表現学科 754-0032山口市小郡みらい町1丁目7番1号
電◯083-972-2880　Ⓕ083-972-4145

徳島文理大学音楽学部 770-8514徳島市山城町西浜傍示180
電◯088-602-8050　Ⓕ088-653-3871

徳島文理大学短期大学部音楽科（地域総合科学科） 770-8514徳島市山城町西浜傍示180
電◯088-602-8050　Ⓕ088-653-3871

四国大学短期大学部音楽科 771-1192徳島市応神町古川
電◯088-665-1300　Ⓕ088-665-8037

https://www.tosei-showa-music.ac.jp/
https://www.tosei-showa-music.ac.jp/
https://www.tokoha-jc.ac.jp
http://ongei.kinjo-u.ac.jp/
http://www.nua.ac.jp
http://www.kyoto-wu.ac.jp
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/
https://www.soai.ac.jp
http://daion.ac.jp
http://daion.ac.jp
https://www.kobe-c.ac.jp/musicdp/
http://www.mukogawa-u.ac.jp/~music/top/
http://www.ksu.ac.jp
http://www.ksu.ac.jp
http://www.eum.ac.jp/
http://www.hbg.ac.jp/
http://www.yamaguchi-jca.ac.jp
http://www.shikoku-u.ac.jp/


大学・短期大学（音楽系・アートマネジメント系）

福岡女子短期大学音楽科 818-0193太宰府市五条4-16-1
電◯092-922-4034　Ⓕ092-922-6453

活水女子大学音楽学部 850-8515長崎市東山手町1-50
電◯095-822-4107　Ⓕ095-820-6033

平成音楽大学 861-3295熊本県上益城郡御船町滝川1658
電◯096-282-0506　Ⓕ096-282-7800

鹿児島国際大学国際文化学部音楽学科 891-0197鹿児島市坂之上8-34-1
電◯099-261-3211　Ⓕ099-261-3299

http://www.fukuoka-wjc.ac.jp
http://www.heisei-music.ac.jp
http://www.iuk.ac.jp



