
令和４年度音楽学部学生募集要項に係る正誤表 

以下の通り、誤記がありましたので訂正いたします。 

 

訂正箇所 正 誤 

表紙 

 

 

 

□出願期間（前期日程試験・後期日程試験共通） 

令和４年１月 24日（月）～２月４日（金） 

※２月４日（金）郵送発信局消印有効 

 

□出願期間（前期日程試験・後期日程試験共通） 

令和４年１月 24日（月）～２月２日（水） 

※２月２日（水）郵送発信局消印有効 

 

表紙 

 

 

 

□入学手続期間 

 令和４年３月８日（火）～３月 15日（火） 

  ３月 15日（火）午後５時までに必着 

 

□入学手続期間 

 令和４年３月８日（火）～３月 14日（月） 

  ３月 14日（月）午後５時までに必着 

 

P.9 

４ 出願手続 

 

 

 

 

 

（１）出願期間は、前期日程試験・後期日程試験とも

に令和４年１月 24日（月）～２月４日（金）までと

する。ただし、２月４日（金）までの郵送発信局消印

があるものは有効とする。 

（注意）外国から直接出願する場合は、郵送発信局消

印日付に関わりなく日本時間の２月４日（金）午後５

時までに到着したものを有効とする。 

（１）出願期間は、前期日程試験・後期日程試験とも

に令和４年１月 24日（月）～２月２日（水）までとす

る。ただし、２月２日（水）までの郵送発信局消印が

あるものは有効とする。 

（注意）外国から直接出願する場合は、郵送発信局消

印日付に関わりなく日本時間の２月２日（水）午後５

時までに到着したものを有効とする。 



P.9 

４ 出願手続 

 

 

 

 

  入学考査料について 

  ア 17,000 円（納入方法はオンライン出願ページ

の指示に従い、令和４年２月４日（金）までに納付す

ること。クレジットカード、コンビニ支払、ペイジー

（Pay-easy）による納付が可能）。 

          ※領収書の提出は不要。 

  （略） 

  入学考査料について 

  ア 17,000円（納入方法はオンライン出願ページの

指示に従い、令和４年２月２日（水）までに納付する

こと。クレジットカード、コンビニ支払、ペイジー

（Pay-easy）による納付が可能）。 

          ※領収書の提出は不要。 

  （略） 

P.12 

４ 出願手続 

 

（５）出願上の注意 

 （略） 

エ 本学前期日程試験に合格し令和４年３月 15 日

（火）までに入学手続きを行った者は、他の国公立大

学・学部の「公立大学中期日程（旧Ｃ日程）」試験及

び本学を含む「後期日程」試験を受験していてもその

合格者とならない。 

 （略） 

（５）出願上の注意 

 （略） 

エ 本学前期日程試験に合格し令和４年３月 14 日

（月）までに入学手続きを行った者は、他の国公立大

学・学部の「公立大学中期日程（旧Ｃ日程）」試験及び

本学を含む「後期日程」試験を受験していてもその合

格者とならない。 

 （略） 

P.14 

第３ 一般選抜 

８ 入学手続 

（１）入学手続期間 

 令和４年３月８日（火）～３月 15日（火） 入学

手続書類は郵送にて提出すること。 

 ３月 15日（火）の郵送発信局消印有効 

（１）入学手続期間 

 令和４年３月８日（火）～３月 14日（月） 入学手

続書類は郵送にて提出すること。 

 ３月 14日（月）の郵送発信局消印有効 



P.15 

第３ 一般選抜 

８ 入学手続 

（６）留意事項 

ア 令和４年３月 15日（火）までに入学手続を完了

しなかった者は、入学の意思がなく入学を辞退したも

のとして取り扱う。なお、入学を辞退する者は、入学

手続期間内に入学辞退届（本学指定様式）を提出する

こと。 

イ 令和４年３月 15日（火）（前期日程）までに入学

手続を完了した者は、これを取り消して、他の国公立

大学に入学手続を取ることはできない。 

ウ いったん納入した入学料や授業料は、原則返還し

ない。 

（６）留意事項 

ア 令和４年３月 14日（月）までに入学手続を完了し

なかった者は、入学の意思がなく入学を辞退したもの

として取り扱う。なお、入学を辞退する者は、入学手

続期間内に入学辞退届（本学指定様式）を提出するこ

と。 

イ 令和４年３月 14日（月）（前期日程）までに入学

手続を完了した者は、これを取り消して、他の国公立

大学に入学手続を取ることはできない。 

ウ いったん納入した入学料や授業料は、原則返還し

ない。 

P.17 

第５ 社会人選抜 

４ 出願手続 

（１）出願期間は、前期日程試験・後期日程試験とも

に令和４年１月 24日（月）～２月４日（金）までと

する。ただし、２月４日（金）までの郵送発信局消印

があるものは有効とする。 

（注意）外国から直接出願する場合は、郵送発信局消

印日付に関わりなく日本時間の２月４日（金）午後５

時までに到着したものを有効とする。 

（１）出願期間は、前期日程試験・後期日程試験とも

に令和４年１月 24日（月）～２月２日（水）までとす

る。ただし、２月２日（水）までの郵送発信局消印が

あるものは有効とする。 

（注意）外国から直接出願する場合は、郵送発信局消

印日付に関わりなく日本時間の２月２日（水）午後５

時までに到着したものを有効とする。 

P.17 

第５ 社会人選抜 

４ 出願手続 

 

  入学考査料について 

  ア 17,000 円（納入方法はオンライン出願ページ

の指示に従い、令和４年２月４日（金）までに納付す

ること。クレジットカード、コンビニ支払、ペイジー

（Pay-easy）による納付が可能）。 

  入学考査料について 

  ア 17,000円（納入方法はオンライン出願ページの

指示に従い、令和４年２月２日（水）までに納付する

こと。クレジットカード、コンビニ支払、ペイジー

（Pay-easy）による納付が可能）。 



          ※領収書の提出は不要。 

  （略） 

          ※領収書の提出は不要。 

  （略） 

P.21 

第５ 社会人選抜 

７ 入学手続 

 

（１）入学手続期間 

 令和４年３月８日（火）～３月 15日（火） 入学

手続書類は郵送にて提出すること。 

 ３月 15日（火）の郵送発信局消印有効 

（１）入学手続期間 

 令和４年３月８日（火）～３月 14日（月） 入学手

続書類は郵送にて提出すること。 

 ３月 14日（月）の郵送発信局消印有効 

P.21 

第５ 社会人選抜 

７ 入学手続 

 

 

 

 

 

 

 

（６）留意事項 

ア 令和４年３月 15日（火）（前期日程）または３月

27日（日）（後期日程）までに入学手続を完了しなか

った者は、入学の意思がなく入学を辞退したものとし

て取り扱う。なお、入学を辞退する者は、入学手続期

間内に入学辞退届（本学指定様式）を提出すること。 

イ 令和４年３月 15日（火）（前期日程）または３月

27日（日）（後期日程）までに入学手続を完了した者

は、これを取り消して、他の国公立大学に入学手続を

取ることはできない。 

ウ いったん納入した入学料や授業料は、原則返還し

ない。 

（６）留意事項 

ア 令和４年３月 14日（月）（前期日程）または３月

27 日（日）（後期日程）までに入学手続を完了しなか

った者は、入学の意思がなく入学を辞退したものとし

て取り扱う。なお、入学を辞退する者は、入学手続期

間内に入学辞退届（本学指定様式）を提出すること。 

イ 令和４年３月 14日（月）（前期日程）または３月

27 日（日）（後期日程）までに入学手続を完了した者

は、これを取り消して、他の国公立大学に入学手続を

取ることはできない。 

ウ いったん納入した入学料や授業料は、原則返還し

ない。 

P.22 

第６ 私費外国人

留学生選抜 

４ 出願手続 

（１）出願期間  令和４年１月 24日（月）～２月

４日（金）（日本時間、以下同様） 

（１）出願期間  令和４年１月 24日（月）～２月２

日（水）（日本時間、以下同様） 



P.22 

第６ 私費外国人

留学生選抜 

４ 出願手続 

 

（２）願書の提出は、「書留郵便で速達」とし郵送す

ること。日本国内から郵送したものは、２月４日（金）

までの郵送発信局消印があるものは有効とする。 

  （注意）外国から直接出願する場合は、郵送発信

局消印日付に関わりなく日本時間の２月４日（金）午

後５時までに到着したものを有効とする。 

（２）願書の提出は、「書留郵便で速達」とし郵送する

こと。日本国内から郵送したものは、２月２日（水）

までの郵送発信局消印があるものは有効とする。 

  （注意）外国から直接出願する場合は、郵送発信

局消印日付に関わりなく日本時間の２月２日（水）午

後５時までに到着したものを有効とする。 

P.22 

第６ 私費外国人

留学生選抜 

４ 出願手続 

 

 

 

 

  入学考査料について 

  ア 17,000 円（納入方法はオンライン出願ページ

の指示に従い、令和４年２月４日（金）までに納付す

ること。クレジットカード、コンビニ支払、ペイジー

（Pay-easy）による納付が可能）。 

          ※領収書の提出は不要。 

  （略） 

  入学考査料について 

  ア 17,000円（納入方法はオンライン出願ページの

指示に従い、令和４年２月２日（水）までに納付する

こと。クレジットカード、コンビニ支払、ペイジー

（Pay-easy）による納付が可能）。 

          ※領収書の提出は不要。 

  （略） 

P.27 

第６ 私費外国人

留学生選抜 

８ 入学手続 

（１）入学手続期間 

 令和４年３月８日（火）～３月 15日（火） 入学

手続書類は郵送にて提出すること。 

 ３月 15日（火）の郵送発信局消印有効 

（１）入学手続期間 

 令和４年３月８日（火）～３月 14日（月） 入学手

続書類は郵送にて提出すること。 

 ３月 14日（月）の郵送発信局消印有効 

P.27 

第６ 私費外国人

留学生選抜 

８ 入学手続 

（６）留意事項 

ア 令和４年３月 15日（火）（前期日程）または３月

27日（日）（後期日程）までに入学手続を完了しなか

った者は、入学の意思がなく入学を辞退したものとし

（６）留意事項 

ア 令和４年３月 14日（月）（前期日程）または３月

27 日（日）（後期日程）までに入学手続を完了しなか

った者は、入学の意思がなく入学を辞退したものとし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

て取り扱う。なお、入学を辞退する者は、入学手続期

間内に入学辞退届（本学指定様式）を提出すること。 

イ 令和４年３月 15日（火）（前期日程）または３月

27日（日）（後期日程）までに入学手続を完了した者

は、これを取り消して、他の国公立大学に入学手続を

取ることはできない。 

ウ いったん納入した入学料や授業料は、原則返還し

ない。 

 

て取り扱う。なお、入学を辞退する者は、入学手続期

間内に入学辞退届（本学指定様式）を提出すること。 

イ 令和４年３月 14日（月）（前期日程）または３月

27 日（日）（後期日程）までに入学手続を完了した者

は、これを取り消して、他の国公立大学に入学手続を

取ることはできない。 

ウ いったん納入した入学料や授業料は、原則返還し

ない。 

封筒貼付用紙（前期

日程試験、社会人選

抜私費外国人留学生

選抜出願用） 

※日本国内からの出願は令和四年（二〇二二年）二月

四日郵送発信局消印有効 

※外国からの出願は令和四年（二〇二二年）二月四日

午後五時必着 

※日本国内からの出願は令和四年（二〇二二年）二月

二日郵送発信局消印有効 

※外国からの出願は令和四年（二〇二二年）二月二日

午後五時必着 

 

 

 


