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詳しくは

中部学院大学 吹奏楽部 検 索

ここから生まれる、未来の私。 受験される皆さんへ

学業と吹奏楽部の活動を両立させる強い意志を持った者

よくある質問

－求める人物－

課外活動特別入試[吹奏楽]の流れ

※エントリーシートについて 当部顧問より、課外活動特別入試の主旨、部活動の詳細について説明し、ご本人の意向を確認できた段階でエントリーシートをお渡しします。（郵送は致しません。）

在校生紹介

課外活動特別入試
［吹奏楽］

中 部 学 院 大 学
中部学院大学短期大学部

2 0 2 2 年 度

－募集学科－－募集学科－

大　学大　学

幼児教育学科
社会福祉学科
幼児教育学科
社会福祉学科

人間福祉学部
教育学部
看護リハビリテーション学部

人間福祉学部
教育学部
看護リハビリテーション学部

短期大学部短期大学部

実績あり！すでに卒業生の多くで、

650時間以上！講義、演習は

●「公務員になるための講義や演習」と「大学での単位取得」が両立できる！
　経済的負担も抑えた効率的な学習が可能に。
●１年次から始まる公務員対策は、４年次までに 650 時間以上の学習量を確保。
継続性ある計画で、学習効果を高めます。

募集学科・資格
［人間福祉学部］
○社会福祉士（受験資格）
○精神保健福祉士（受験資格）
○介護福祉士（受験資格）

［教育学部］
○小学校教諭1種免許状
○中学校教諭1種免許状（英語）
○幼稚園教諭1種免許状
○保育士

［看護リハビリテーション学部］
看護学科
○看護師（受験資格）
○保健師（受験資格）

理学療法学科
○理学療法士（受験資格）

［短期大学部］
幼児教育学科
○幼稚園教諭2種免許状
○保育士

社会福祉学科
○介護福祉士（受験資格）

Trumpet

無理なく両立
中学から続けている大好きな吹奏楽を大学
でも続けたいと思い、進学を決めました。週
３日の練習で勉強との両立をはかることが
でき、恵まれた環境でたくさんの仲間達と音
楽を続けられることは、とても幸せです。

堀尾 あゆみ
AYUMI HORIO部長

人間福祉学部 4年

出身校：土岐商業高等学校［岐阜］
パート：トランペット

Flute

今しかできないこと
この部の大きな特徴は、週３日の練習です。
勉強、部活動、アルバイト・・・学生時代にし
かできないことを欲張って全部やってしまお
うということです。「今しかできないこと」を見
つけて、充実した大学生活を送ってみません
か。

高慶 美咲
MISAKI KOKEI

人間福祉学部 1年

出身校：富山商業高等学校［富山］
パート：フルート

Percussion

新しい自分
大学を選ぶ際、吹奏楽を続けたいと思って
いました。そして、続けるなら力を入れている
所でやりたいと思い、中部学院を志望しまし
た。高校とは違う部分もあり大変なこともあり
ますが、大学生活を楽しく過ごしています。

山上 愛夏
AIKA YAMAGAMI

人間福祉学部 3年

出身校：小松市立高等学校［石川］
パート：パーカッションTuba

自分の支え
中学から吹奏楽を続けており、私のそばに
はいつもチューバがありました。チューバとい
う楽器を続けられていることが、自分の支え
になっています。苦しいとき、悩んだときにい
つも支えてくれたこの楽器、これからも続け
ていきます。

石本 武

TAKESHI ISHIMOTO

人間福祉学部 3年

出身校：金沢龍谷高等学校［石川］
パート：チューバ Horn

夢を実現できる環境
中部学院を志望したのは、大好きな吹奏楽
を続けるためです。また、自分の夢に繋がる
勉強をすることができるからです。たくさんの
先生方や仲間に出会えたことはとても幸せ
です。夢の実現に向けて頑張りたいと思いま
す。

小西 涼
RYO KONISHI

人間福祉学部 3年

出身校：中部大学春日丘高等学校［愛知］
パート：ホルン

Clarinet

吹奏楽と私
高校時代に全国大会を経験させていただき
ましたが、まだ終わりとは思えませんでした。
音楽を通してこれからも成長していきたいと
思ったからです。吹奏楽とともに、大学生活
を駆け抜けたいと思います。

摺出 知穂
CHIHO SURIDE

人間福祉学部 2年

出身校：富山商業高等学校［富山］
パート：クラリネット Saxophone

サックスへの想い
サックスはポップスの曲などでソロを担当す
ることが多い楽器です。安心してソロを任せ
てもらえる、そして聴いていただく方に感動し
てもらえる、そんなサックス奏者になれるよう、
練習を重ねたいと思います。

川崎 円香
MADOKA KAWASAKI

人間福祉学部 2年

出身校：各務原高等学校［岐阜］
パート：サックス Clarinet

楽しみな大学生活
部活漬けだった高校生活。本当にいい思い
出で、私の心の支えになっています。大学で
は大好きな吹奏楽を続けながら、資格取得
のための勉強も頑張り、いろいろなことに
チャレンジしていきたいと思います。

丹羽 梨湖
RIKO NIWA

人間福祉学部 2年

出身校：東濃実業高等学校［岐阜］
パート：クラリネット

Trombone

新しい仲間
大学には様々な高校からやってきた仲間が
集まります。それぞれが経験してきた吹奏楽
には違いがあり、それが融合していく発見と
楽しさが大学の吹奏楽にはあります。お互い
の価値観を尊重し、共に音楽を創りあげて
いきたいと思います。

小泉 穂乃花
HONOKA KOIZUMI

人間福祉学部 1年

出身校：東海大学付属静岡翔洋高等学校［静岡］
パート：トロンボーン

Trumpet

夢を叶える
中学校のときから続けている部活は私に様々
な経験をさせてくれました。私の将来の夢は
英語の教師で、中部学院大学は部活も続け
られ、将来の目標も叶えることができる、とても
魅力的な環境だと思います。仲間と支え合い
楽しく充実した大学生活が送れると思います。

日置 夏梨
KANA HIOKI

教育学部 1年

出身校：郡上北高等学校［岐阜］
パート：トランペット

Euphonium

心強い支えで、夢を実現
吹奏楽部は、高校で得た知識を生かし、思
う存分音楽に力を注ぎつつ、夢を叶えること
ができる最高の場所です。親身に相談に
乗ってくださる先生方や部員がいつも心強く
支えてくれ、とても幸せに思います。

松嶋 美香里
MIKARI MATSUSHIMA

教育学部 4年

出身校：高山西高等学校［岐阜］
パート：ユーフォニアム Oboe

夢の実現に向けて
教員になるという夢に向けて、教育学部や
吹奏楽部の仲間と日々高め合い、頑張って
います。恵まれた環境で過ごさせてもらえる
ことに感謝しながら、たくさんのことにチャレ
ンジしていきたいです。

谷口 英里
ERI TANIGUCHI

教育学部 3年

出身校：名古屋大谷高等学校［愛知］
パート：オーボエ Saxophone

素敵な保育士に
高校で吹奏楽に出会い、音楽を通して大きく
人として成長することが出来ました。大学で
は勉強と吹奏楽を両立し、幼い頃からの夢
である保育士を目指します。子どもたちに多
くのことを伝えていける保育士になるために
日々努力していきたいです。

山本 ほのか
HONOKA YAMAMOTO

教育学部 2年

出身校：県立岐阜商業高等学校［岐阜］
パート：サックス

Clarinet

これからの期待と不安
親元を離れての一人暮らしだけでなく、大学
では何もかもが初めてのことだらけで不安
になることがありましたが、今は未来への期
待を大きく持っています。今しかない大学生
活を、精一杯過ごしたいと思います。

世継 結美
YUMI YOTSUGI

教育学部 2年

出身校：北陸高等学校［福井］
パート：クラリネット Saxophone

新しいステージへ
小学校の時から続けている吹奏楽を大学で
も続けていきたいと思い入学しました。小中
高とは違う大学の吹奏楽。不安もありますが
楽しんで新しいステージに立ちたいと思いま
す。

辻岡 綺乃
AYANO TSUJIOKA

教育学部 2年

出身校：福井工業大学附属福井高等学校［福井］
パート：サックス Clarinet

自分への期待
私はクラリネットが大好きで、今まで一生懸
命練習してきました。大学には様々な高校出
身者がいますので、仲間から刺激を受けな
がら上達できるよう頑張りたいと思います。自
分がどこまでできるのか楽しみです。

高橋 京伽
KYOKA TAKAHASHI

教育学部 2年

出身校：岐阜総合学園高等学校［岐阜］
パート：クラリネット

人間福祉学部・公務員養成プログラムの紹介

STEP1 エントリーシート提出※

前期

後期

  8/27 締切

11/12 締切

    9/3までに

11/19までに

    9/6－9/21

11/22－12/7

  9/25

12/11

11/3

12/17

STEP2 結果通知 STEP3 出 願 STEP4 面接試験・書類審査 STEP5 合格発表

11/10

12/24

STEP6 入学手続き締切日

Q.部費など費用はどれくらいかかりますか？
A. 部費は月額2,000円（4月、10月に半期分を集めます）。
 その他の費用として、入部時にユニフォーム代5,000円、
合宿費10,000円（毎年1回）、親睦会を年2回程度行っ
ています。（1回2,000円程度）

Q.楽器は自分で準備しないといけませんか？
A. 原則すべての楽器を部で準備しています。
Q.学業との両立は大丈夫ですか？
A. 学業と部活動の両立は部の絶対方針です。どちらか片
方ではなく、両立してこそ得られるものがあります。練習
日は月・木・金の週3日を基本としています。

Q.部活は見学できますか？
A. はい、できます。入試の相談や部活の見学を希望される
方は、メールでご連絡ください。

　 （chubu-brass@chubu-gu.ac.jp）
Q.アルバイトはできますか？
A. ほぼ100%の部員がアルバイトをしています。飲食店で
アルバイトをしている部員が多いです。

Q.課外活動特別入試を受験して入部する部員の
割合はどれくらいですか？

A. 90%以上が課外活動特別入試を経て入部しています。
Q.寮はありますか？
A. 大学指定の寮はありません。部員の約45%が大学近隣
のアパートで下宿しています。

TOPIC サクソフォン四重奏　
全日本アンサンブルコンテスト初出場

2021年3月20日（土）、宮崎県
立芸術劇場で開催された第44
回全日本アンサンブルコンテ
ストにサクソフォン四重奏が
出場し、銅賞を受賞しました。
当部初の全国大会出場とな
り、今後に繋がる経験をさせて
いただきました。
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実績あり！すでに卒業生の多くで、

650時間以上！講義、演習は

●「公務員になるための講義や演習」と「大学での単位取得」が両立できる！
　経済的負担も抑えた効率的な学習が可能に。
●１年次から始まる公務員対策は、４年次までに 650 時間以上の学習量を確保。
継続性ある計画で、学習効果を高めます。

募集学科・資格
［人間福祉学部］
○社会福祉士（受験資格）
○精神保健福祉士（受験資格）
○介護福祉士（受験資格）

［教育学部］
○小学校教諭1種免許状
○中学校教諭1種免許状（英語）
○幼稚園教諭1種免許状
○保育士

［看護リハビリテーション学部］
看護学科
○看護師（受験資格）
○保健師（受験資格）

理学療法学科
○理学療法士（受験資格）

［短期大学部］
幼児教育学科
○幼稚園教諭2種免許状
○保育士

社会福祉学科
○介護福祉士（受験資格）

Trumpet

無理なく両立
中学から続けている大好きな吹奏楽を大学
でも続けたいと思い、進学を決めました。週
３日の練習で勉強との両立をはかることが
でき、恵まれた環境でたくさんの仲間達と音
楽を続けられることは、とても幸せです。

堀尾 あゆみ
AYUMI HORIO部長

人間福祉学部 4年

出身校：土岐商業高等学校［岐阜］
パート：トランペット

Flute

今しかできないこと
この部の大きな特徴は、週３日の練習です。
勉強、部活動、アルバイト・・・学生時代にし
かできないことを欲張って全部やってしまお
うということです。「今しかできないこと」を見
つけて、充実した大学生活を送ってみません
か。

高慶 美咲
MISAKI KOKEI

人間福祉学部 1年

出身校：富山商業高等学校［富山］
パート：フルート

Percussion

新しい自分
大学を選ぶ際、吹奏楽を続けたいと思って
いました。そして、続けるなら力を入れている
所でやりたいと思い、中部学院を志望しまし
た。高校とは違う部分もあり大変なこともあり
ますが、大学生活を楽しく過ごしています。

山上 愛夏
AIKA YAMAGAMI

人間福祉学部 3年

出身校：小松市立高等学校［石川］
パート：パーカッションTuba

自分の支え
中学から吹奏楽を続けており、私のそばに
はいつもチューバがありました。チューバとい
う楽器を続けられていることが、自分の支え
になっています。苦しいとき、悩んだときにい
つも支えてくれたこの楽器、これからも続け
ていきます。

石本 武

TAKESHI ISHIMOTO

人間福祉学部 3年

出身校：金沢龍谷高等学校［石川］
パート：チューバ Horn

夢を実現できる環境
中部学院を志望したのは、大好きな吹奏楽
を続けるためです。また、自分の夢に繋がる
勉強をすることができるからです。たくさんの
先生方や仲間に出会えたことはとても幸せ
です。夢の実現に向けて頑張りたいと思いま
す。

小西 涼
RYO KONISHI

人間福祉学部 3年

出身校：中部大学春日丘高等学校［愛知］
パート：ホルン

Clarinet

吹奏楽と私
高校時代に全国大会を経験させていただき
ましたが、まだ終わりとは思えませんでした。
音楽を通してこれからも成長していきたいと
思ったからです。吹奏楽とともに、大学生活
を駆け抜けたいと思います。

摺出 知穂
CHIHO SURIDE

人間福祉学部 2年

出身校：富山商業高等学校［富山］
パート：クラリネット Saxophone

サックスへの想い
サックスはポップスの曲などでソロを担当す
ることが多い楽器です。安心してソロを任せ
てもらえる、そして聴いていただく方に感動し
てもらえる、そんなサックス奏者になれるよう、
練習を重ねたいと思います。

川崎 円香
MADOKA KAWASAKI

人間福祉学部 2年

出身校：各務原高等学校［岐阜］
パート：サックス Clarinet

楽しみな大学生活
部活漬けだった高校生活。本当にいい思い
出で、私の心の支えになっています。大学で
は大好きな吹奏楽を続けながら、資格取得
のための勉強も頑張り、いろいろなことに
チャレンジしていきたいと思います。

丹羽 梨湖
RIKO NIWA

人間福祉学部 2年

出身校：東濃実業高等学校［岐阜］
パート：クラリネット

Trombone

新しい仲間
大学には様々な高校からやってきた仲間が
集まります。それぞれが経験してきた吹奏楽
には違いがあり、それが融合していく発見と
楽しさが大学の吹奏楽にはあります。お互い
の価値観を尊重し、共に音楽を創りあげて
いきたいと思います。

小泉 穂乃花
HONOKA KOIZUMI

人間福祉学部 1年

出身校：東海大学付属静岡翔洋高等学校［静岡］
パート：トロンボーン

Trumpet

夢を叶える
中学校のときから続けている部活は私に様々
な経験をさせてくれました。私の将来の夢は
英語の教師で、中部学院大学は部活も続け
られ、将来の目標も叶えることができる、とても
魅力的な環境だと思います。仲間と支え合い
楽しく充実した大学生活が送れると思います。

日置 夏梨
KANA HIOKI

教育学部 1年

出身校：郡上北高等学校［岐阜］
パート：トランペット

Euphonium

心強い支えで、夢を実現
吹奏楽部は、高校で得た知識を生かし、思
う存分音楽に力を注ぎつつ、夢を叶えること
ができる最高の場所です。親身に相談に
乗ってくださる先生方や部員がいつも心強く
支えてくれ、とても幸せに思います。

松嶋 美香里
MIKARI MATSUSHIMA

教育学部 4年

出身校：高山西高等学校［岐阜］
パート：ユーフォニアム Oboe

夢の実現に向けて
教員になるという夢に向けて、教育学部や
吹奏楽部の仲間と日々高め合い、頑張って
います。恵まれた環境で過ごさせてもらえる
ことに感謝しながら、たくさんのことにチャレ
ンジしていきたいです。

谷口 英里
ERI TANIGUCHI

教育学部 3年

出身校：名古屋大谷高等学校［愛知］
パート：オーボエ Saxophone

素敵な保育士に
高校で吹奏楽に出会い、音楽を通して大きく
人として成長することが出来ました。大学で
は勉強と吹奏楽を両立し、幼い頃からの夢
である保育士を目指します。子どもたちに多
くのことを伝えていける保育士になるために
日々努力していきたいです。

山本 ほのか
HONOKA YAMAMOTO

教育学部 2年

出身校：県立岐阜商業高等学校［岐阜］
パート：サックス

Clarinet

これからの期待と不安
親元を離れての一人暮らしだけでなく、大学
では何もかもが初めてのことだらけで不安
になることがありましたが、今は未来への期
待を大きく持っています。今しかない大学生
活を、精一杯過ごしたいと思います。

世継 結美
YUMI YOTSUGI

教育学部 2年

出身校：北陸高等学校［福井］
パート：クラリネット Saxophone

新しいステージへ
小学校の時から続けている吹奏楽を大学で
も続けていきたいと思い入学しました。小中
高とは違う大学の吹奏楽。不安もありますが
楽しんで新しいステージに立ちたいと思いま
す。

辻岡 綺乃
AYANO TSUJIOKA

教育学部 2年

出身校：福井工業大学附属福井高等学校［福井］
パート：サックス Clarinet

自分への期待
私はクラリネットが大好きで、今まで一生懸
命練習してきました。大学には様々な高校出
身者がいますので、仲間から刺激を受けな
がら上達できるよう頑張りたいと思います。自
分がどこまでできるのか楽しみです。

高橋 京伽
KYOKA TAKAHASHI

教育学部 2年

出身校：岐阜総合学園高等学校［岐阜］
パート：クラリネット

人間福祉学部・公務員養成プログラムの紹介

STEP1 エントリーシート提出※

前期

後期

  8/27 締切

11/12 締切

    9/3までに

11/19までに

    9/6－9/21

11/22－12/7

  9/25

12/11

11/3

12/17

STEP2 結果通知 STEP3 出 願 STEP4 面接試験・書類審査 STEP5 合格発表

11/10

12/24

STEP6 入学手続き締切日

Q.部費など費用はどれくらいかかりますか？
A. 部費は月額2,000円（4月、10月に半期分を集めます）。
 その他の費用として、入部時にユニフォーム代5,000円、
合宿費10,000円（毎年1回）、親睦会を年2回程度行っ
ています。（1回2,000円程度）

Q.楽器は自分で準備しないといけませんか？
A. 原則すべての楽器を部で準備しています。
Q.学業との両立は大丈夫ですか？
A. 学業と部活動の両立は部の絶対方針です。どちらか片
方ではなく、両立してこそ得られるものがあります。練習
日は月・木・金の週3日を基本としています。

Q.部活は見学できますか？
A. はい、できます。入試の相談や部活の見学を希望される
方は、メールでご連絡ください。

　 （chubu-brass@chubu-gu.ac.jp）
Q.アルバイトはできますか？
A. ほぼ100%の部員がアルバイトをしています。飲食店で
アルバイトをしている部員が多いです。

Q.課外活動特別入試を受験して入部する部員の
割合はどれくらいですか？

A. 90%以上が課外活動特別入試を経て入部しています。
Q.寮はありますか？
A. 大学指定の寮はありません。部員の約45%が大学近隣
のアパートで下宿しています。

TOPIC サクソフォン四重奏　
全日本アンサンブルコンテスト初出場

2021年3月20日（土）、宮崎県
立芸術劇場で開催された第44
回全日本アンサンブルコンテ
ストにサクソフォン四重奏が
出場し、銅賞を受賞しました。
当部初の全国大会出場とな
り、今後に繋がる経験をさせて
いただきました。

中部学院様／吹奏楽特別入試パンフレット　2022年度_表　4ｃ/4ｃ　21040905



吹奏楽部員就職先一覧（一期生からの全ての就職先を掲載）

【公務員】　岐阜県庁 / 石川県庁 / 羽島市役所 / 能美市役所 / 岐阜県警察本部 / 富山県警察本部 / 小学校教諭（岐阜・神奈川）  
【公立保育園】　関市・各務原市・美濃加茂市・可児市・土岐市・川辺町・白川町・中津川市・高山市・飛騨市・一宮市・塩尻市・堺市 
【病院】　岐阜県総合医療センター / 岐阜県立多治見病院 / 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 / 福井赤十字病院 / 東濃厚生病院 / 富山厚生連滑川病院 / 
東海中央病院 / 松波総合病院 / 木沢記念病院 / 一宮西病院 / 大垣病院 / さくら総合病院 / 澤田病院 / 須田病院 / 岡部病院 / のぞみの丘ホスピタル
【社会福祉協議会】　塩尻市社会福祉協議会 / 山県市社会福祉協議会 / 川辺町社会福祉協議会 
【保育園・幼稚園】　前畑保育園 / 聖徳保育園 / 旭ヶ丘保育園 / 花園保育園 / たちばな保育園 / 明応保育園 / 黒野保育園 / ひろみ保育園 / だいじ保育園 / 
新生保育園 / 泉の台保育園 / 鵜沼中保育所 / 高山短期大学附属幼稚園 / まどか幼稚園 / こばと幼稚園 / 明照幼稚園 / 徳風幼稚園
【一般】　関信用金庫 / 東濃信用金庫 / 大垣西濃信用金庫 / 高山信用金庫 / （株）トヨタエンタプライズ / （株）Tchic  / （株）笑顔グループ / （株）秀光ビルド / 
日本ガード（株） / （株）マルエイ / （株）ハチバン / （株）スーパージャンボ / （株）刃物屋トギノン / （株）日本保育サービス / （株）カトージ / （株）スミカマ / 
協同印刷（株） / 光工業（株） / エフビー介護サービス（株） / NPO法人こころ / （株）デイト・インターナショナル / （株）クラ・ゼミ / （株）キクスイ / 学校法人
岐阜済美学院
【社会福祉法人】　日本児童育成園、和光会、友愛会、射水福祉会、慈恵会、誠心会、樹心会、あしたの会、飛騨慈光会、美谷学園、美濃陶生苑、飛騨古川 / 
足羽福祉会 / ハーモニー

吹奏楽部卒業生紹介

中部学院大学吹奏楽部に入部し卒業した部員は、
現在、社会の様々なところで活躍しています。

学部や学科にとらわれることなく、その分野はさまざまです。
先輩たちの進路を参考にして、未来の自分を描いてみませんか？

活躍する、卒業生たち。
Al

um
nus Profile

001 馬木 美里  MISATO MAKI

石川県庁 ▲　　　　　　　　　 ▲富山商業高等学校

中島 綾香  AYAK A NAK ASHIMA

岐阜県庁 ▲　　　　　　　　　 ▲高山西高等学校

伊藤 友耶  YUYA ITO

羽島市役所 ▲　　　　　　　　　 ▲羽島北高等学校

志田 優花  YUK A SHIDA

能美市役所 ▲　　　　　　　　　 ▲金沢龍谷高等学校

Al
um

nus Profile

004

Al
um

nus Profile

003

Al
um

nus Profile

002

在学
中のすがた

在学
中のすがた

北村 優  YU KITAMURA

Al
um

nus Profile

005

在学
中のすがた 在学

中のすがた

上条 加奈子  K ANAKO UEJO

岐阜県立多治見病院 ▲　　　　　　 　　　  ▲岐阜総合学園高等学校

在学
中のすがた

野村 光希  MITSUKI NOMURA

在学
中のすがた

橋本 真悠  MAYU HASHIMOTO

のぞみの丘ホスピタル ▲　　　　　　 　　　  ▲丹羽高等学校

Al
um

nus Profile

008

在学
中のすがた

山際 純也  JUNYA YAMAGIWA

（株）ハチバン ▲　　　　　　 　　　  ▲高山西高等学校

在学
中のすがた

若山 愛  AI WAK AYAMA

山県市社会福祉協議会 ▲　　　　　　  　　    ▲岐阜城北高等学校

鈴木 慎平  SHINPEI SUZUKI
Al

um
nus Profile

011
奥田 麻衣  MAI OKUDA

在学
中のすがた

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

007

Al
um

nus Profile

010

横山 加奈  K ANA YOKOYAMA

Al
um

nus Profile

013

Al
um

nus Profile

006

Al
um

nus Profile

012

Al
um

nus Profile

009

水野 紗良  SARA MIZUNO

Al
um

nus Profile

014

在学
中のすがた

加藤 衣  KOROMO K ATO

Al
um

nus Profile

017

在学
中のすがた

各務原市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲岐阜総合学園高等学校

塩尻市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲松本第一高等学校

（株）トヨタエンタプライズ ▲　　　　　　 　　　  ▲富山商業高等学校

在学
中のすがた 在学

中のすがた

高山信用金庫 ▲　　　　　　   ▲高山西高等学校
中部学院大学
教育学部小学校教諭 ▲　　　　　　   ▲可児工業高等学校

中部学院大学
教育学部

浅井 千智  CHISATO ASAI

土岐市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲土岐商業高等学校

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

016

中部学院大学
教育学部

可児市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲土岐商業高等学校

在学
中のすがた

中部学院大学
人間福祉学部岐阜県警察 ▲　　　　　　 　　　  ▲岐阜各務野高等学校

中部学院大学
人間福祉学部

辻 千裕  CHIHIRO TSUJI

大垣西濃信用金庫 ▲　　　　　　  ▲本巣松陽高等学校

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

015

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部中部学院大学

人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

小沢 実莉  MINORI OZAWA

一宮市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲羽島北高等学校

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

018

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
教育学部
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吹奏楽部員就職先一覧（一期生からの全ての就職先を掲載）

【公務員】　岐阜県庁 / 石川県庁 / 羽島市役所 / 能美市役所 / 岐阜県警察本部 / 富山県警察本部 / 小学校教諭（岐阜・神奈川）  
【公立保育園】　関市・各務原市・美濃加茂市・可児市・土岐市・川辺町・白川町・中津川市・高山市・飛騨市・一宮市・塩尻市・堺市 
【病院】　岐阜県総合医療センター / 岐阜県立多治見病院 / 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 / 福井赤十字病院 / 東濃厚生病院 / 富山厚生連滑川病院 / 
東海中央病院 / 松波総合病院 / 木沢記念病院 / 一宮西病院 / 大垣病院 / さくら総合病院 / 澤田病院 / 須田病院 / 岡部病院 / のぞみの丘ホスピタル
【社会福祉協議会】　塩尻市社会福祉協議会 / 山県市社会福祉協議会 / 川辺町社会福祉協議会 
【保育園・幼稚園】　前畑保育園 / 聖徳保育園 / 旭ヶ丘保育園 / 花園保育園 / たちばな保育園 / 明応保育園 / 黒野保育園 / ひろみ保育園 / だいじ保育園 / 
新生保育園 / 泉の台保育園 / 鵜沼中保育所 / 高山短期大学附属幼稚園 / まどか幼稚園 / こばと幼稚園 / 明照幼稚園 / 徳風幼稚園
【一般】　関信用金庫 / 東濃信用金庫 / 大垣西濃信用金庫 / 高山信用金庫 / （株）トヨタエンタプライズ / （株）Tchic  / （株）笑顔グループ / （株）秀光ビルド / 
日本ガード（株） / （株）マルエイ / （株）ハチバン / （株）スーパージャンボ / （株）刃物屋トギノン / （株）日本保育サービス / （株）カトージ / （株）スミカマ / 
協同印刷（株） / 光工業（株） / エフビー介護サービス（株） / NPO法人こころ / （株）デイト・インターナショナル / （株）クラ・ゼミ / （株）キクスイ / 学校法人
岐阜済美学院
【社会福祉法人】　日本児童育成園、和光会、友愛会、射水福祉会、慈恵会、誠心会、樹心会、あしたの会、飛騨慈光会、美谷学園、美濃陶生苑、飛騨古川 / 
足羽福祉会 / ハーモニー

吹奏楽部卒業生紹介

中部学院大学吹奏楽部に入部し卒業した部員は、
現在、社会の様々なところで活躍しています。

学部や学科にとらわれることなく、その分野はさまざまです。
先輩たちの進路を参考にして、未来の自分を描いてみませんか？

活躍する、卒業生たち。

Al
um

nus Profile

001 馬木 美里  MISATO MAKI

石川県庁 ▲　　　　　　　　　 ▲富山商業高等学校

中島 綾香  AYAK A NAK ASHIMA

岐阜県庁 ▲　　　　　　　　　 ▲高山西高等学校

伊藤 友耶  YUYA ITO

羽島市役所 ▲　　　　　　　　　 ▲羽島北高等学校

志田 優花  YUK A SHIDA

能美市役所 ▲　　　　　　　　　 ▲金沢龍谷高等学校

Al
um

nus Profile

004

Al
um

nus Profile

003

Al
um

nus Profile

002

在学
中のすがた

在学
中のすがた

北村 優  YU KITAMURA

Al
um

nus Profile

005

在学
中のすがた 在学

中のすがた

上条 加奈子  K ANAKO UEJO

岐阜県立多治見病院 ▲　　　　　　 　　　  ▲岐阜総合学園高等学校

在学
中のすがた

野村 光希  MITSUKI NOMURA

在学
中のすがた

橋本 真悠  MAYU HASHIMOTO

のぞみの丘ホスピタル ▲　　　　　　 　　　  ▲丹羽高等学校

Al
um

nus Profile

008

在学
中のすがた

山際 純也  JUNYA YAMAGIWA

（株）ハチバン ▲　　　　　　 　　　  ▲高山西高等学校

在学
中のすがた

若山 愛  AI WAK AYAMA

山県市社会福祉協議会 ▲　　　　　　  　　    ▲岐阜城北高等学校

鈴木 慎平  SHINPEI SUZUKI

Al
um

nus Profile

011
奥田 麻衣  MAI OKUDA

在学
中のすがた

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

007

Al
um

nus Profile

010

横山 加奈  K ANA YOKOYAMA

Al
um

nus Profile

013

Al
um

nus Profile

006

Al
um

nus Profile

012

Al
um

nus Profile

009

水野 紗良  SARA MIZUNO

Al
um

nus Profile

014

在学
中のすがた

加藤 衣  KOROMO K ATO

Al
um

nus Profile

017

在学
中のすがた

各務原市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲岐阜総合学園高等学校

塩尻市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲松本第一高等学校

（株）トヨタエンタプライズ ▲　　　　　　 　　　  ▲富山商業高等学校

在学
中のすがた 在学

中のすがた

高山信用金庫 ▲　　　　　　   ▲高山西高等学校
中部学院大学
教育学部小学校教諭 ▲　　　　　　   ▲可児工業高等学校

中部学院大学
教育学部

浅井 千智  CHISATO ASAI

土岐市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲土岐商業高等学校

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

016

中部学院大学
教育学部

可児市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲土岐商業高等学校

在学
中のすがた

中部学院大学
人間福祉学部岐阜県警察 ▲　　　　　　 　　　  ▲岐阜各務野高等学校

中部学院大学
人間福祉学部

辻 千裕  CHIHIRO TSUJI

大垣西濃信用金庫 ▲　　　　　　  ▲本巣松陽高等学校

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

015

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部中部学院大学

人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

小沢 実莉  MINORI OZAWA

一宮市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲羽島北高等学校

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

018

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
教育学部
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吹奏楽部員就職先一覧（一期生からの全ての就職先を掲載）

【公務員】　岐阜県庁 / 石川県庁 / 羽島市役所 / 能美市役所 / 岐阜県警察本部 / 富山県警察本部 / 小学校教諭（岐阜・神奈川）  
【公立保育園】　関市・各務原市・美濃加茂市・可児市・土岐市・川辺町・白川町・中津川市・高山市・飛騨市・一宮市・塩尻市・堺市 
【病院】　岐阜県総合医療センター / 岐阜県立多治見病院 / 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 / 福井赤十字病院 / 東濃厚生病院 / 富山厚生連滑川病院 / 
東海中央病院 / 松波総合病院 / 木沢記念病院 / 一宮西病院 / 大垣病院 / さくら総合病院 / 澤田病院 / 須田病院 / 岡部病院 / のぞみの丘ホスピタル
【社会福祉協議会】　塩尻市社会福祉協議会 / 山県市社会福祉協議会 / 川辺町社会福祉協議会 
【保育園・幼稚園】　前畑保育園 / 聖徳保育園 / 旭ヶ丘保育園 / 花園保育園 / たちばな保育園 / 明応保育園 / 黒野保育園 / ひろみ保育園 / だいじ保育園 / 
新生保育園 / 泉の台保育園 / 鵜沼中保育所 / 高山短期大学附属幼稚園 / まどか幼稚園 / こばと幼稚園 / 明照幼稚園 / 徳風幼稚園
【一般】　関信用金庫 / 東濃信用金庫 / 大垣西濃信用金庫 / 高山信用金庫 / （株）トヨタエンタプライズ / （株）Tchic  / （株）笑顔グループ / （株）秀光ビルド / 
日本ガード（株） / （株）マルエイ / （株）ハチバン / （株）スーパージャンボ / （株）刃物屋トギノン / （株）日本保育サービス / （株）カトージ / （株）スミカマ / 
協同印刷（株） / 光工業（株） / エフビー介護サービス（株） / NPO法人こころ / （株）デイト・インターナショナル / （株）クラ・ゼミ / （株）キクスイ / 学校法人
岐阜済美学院
【社会福祉法人】　日本児童育成園、和光会、友愛会、射水福祉会、慈恵会、誠心会、樹心会、あしたの会、飛騨慈光会、美谷学園、美濃陶生苑、飛騨古川 / 
足羽福祉会 / ハーモニー

吹奏楽部卒業生紹介

中部学院大学吹奏楽部に入部し卒業した部員は、
現在、社会の様々なところで活躍しています。

学部や学科にとらわれることなく、その分野はさまざまです。
先輩たちの進路を参考にして、未来の自分を描いてみませんか？

活躍する、卒業生たち。

Al
um

nus Profile

001 馬木 美里  MISATO MAKI

石川県庁 ▲　　　　　　　　　 ▲富山商業高等学校

中島 綾香  AYAK A NAK ASHIMA

岐阜県庁 ▲　　　　　　　　　 ▲高山西高等学校

伊藤 友耶  YUYA ITO

羽島市役所 ▲　　　　　　　　　 ▲羽島北高等学校

志田 優花  YUK A SHIDA

能美市役所 ▲　　　　　　　　　 ▲金沢龍谷高等学校

Al
um

nus Profile

004

Al
um

nus Profile

003

Al
um

nus Profile

002

在学
中のすがた

在学
中のすがた

北村 優  YU KITAMURA

Al
um

nus Profile

005

在学
中のすがた 在学

中のすがた

上条 加奈子  K ANAKO UEJO

岐阜県立多治見病院 ▲　　　　　　 　　　  ▲岐阜総合学園高等学校

在学
中のすがた

野村 光希  MITSUKI NOMURA

在学
中のすがた

橋本 真悠  MAYU HASHIMOTO

のぞみの丘ホスピタル ▲　　　　　　 　　　  ▲丹羽高等学校

Al
um

nus Profile

008

在学
中のすがた

山際 純也  JUNYA YAMAGIWA

（株）ハチバン ▲　　　　　　 　　　  ▲高山西高等学校

在学
中のすがた

若山 愛  AI WAK AYAMA

山県市社会福祉協議会 ▲　　　　　　  　　    ▲岐阜城北高等学校

鈴木 慎平  SHINPEI SUZUKI

Al
um

nus Profile

011
奥田 麻衣  MAI OKUDA

在学
中のすがた

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

007

Al
um

nus Profile

010

横山 加奈  K ANA YOKOYAMA

Al
um

nus Profile

013

Al
um

nus Profile

006

Al
um

nus Profile

012

Al
um

nus Profile

009

水野 紗良  SARA MIZUNO

Al
um

nus Profile

014

在学
中のすがた

加藤 衣  KOROMO K ATO

Al
um

nus Profile

017

在学
中のすがた

各務原市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲岐阜総合学園高等学校

塩尻市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲松本第一高等学校

（株）トヨタエンタプライズ ▲　　　　　　 　　　  ▲富山商業高等学校

在学
中のすがた 在学

中のすがた

高山信用金庫 ▲　　　　　　   ▲高山西高等学校
中部学院大学
教育学部小学校教諭 ▲　　　　　　   ▲可児工業高等学校

中部学院大学
教育学部

浅井 千智  CHISATO ASAI

土岐市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲土岐商業高等学校

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

016

中部学院大学
教育学部

可児市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲土岐商業高等学校

在学
中のすがた

中部学院大学
人間福祉学部岐阜県警察 ▲　　　　　　 　　　  ▲岐阜各務野高等学校

中部学院大学
人間福祉学部

辻 千裕  CHIHIRO TSUJI

大垣西濃信用金庫 ▲　　　　　　  ▲本巣松陽高等学校

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

015

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部中部学院大学

人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

小沢 実莉  MINORI OZAWA

一宮市公立保育園 ▲　　　　　　  ▲羽島北高等学校

在学
中のすがた

Al
um

nus Profile

018

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
人間福祉学部

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
教育学部

中部学院大学
教育学部
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お問い合わせ・連絡先 chubu-brass@chubu-gu.ac.jp
［関キャンパス］ 〒501-3993 岐阜県関市桐ヶ丘2丁目1　［TEL］ 0575-24-2211（担当：吹奏楽部顧問 平野）

中部学院大学大学院 /大学 /短期大学部
Chubu Gakuin University & College

Instagram公式アカウント ▶

詳しくは

中部学院大学 吹奏楽部 検 索

ここから生まれる、未来の私。 受験される皆さんへ

学業と吹奏楽部の活動を両立させる強い意志を持った者

よくある質問

－求める人物－

課外活動特別入試[吹奏楽]の流れ

※エントリーシートについて 当部顧問より、課外活動特別入試の主旨、部活動の詳細について説明し、ご本人の意向を確認できた段階でエントリーシートをお渡しします。（郵送は致しません。）

在校生紹介

課外活動特別入試
［吹奏楽］

中 部 学 院 大 学
中部学院大学短期大学部

2 0 2 2 年 度

－募集学科－－募集学科－

大　学大　学

幼児教育学科
社会福祉学科
幼児教育学科
社会福祉学科

人間福祉学部
教育学部
看護リハビリテーション学部

人間福祉学部
教育学部
看護リハビリテーション学部

短期大学部短期大学部

実績あり！すでに卒業生の多くで、

650時間以上！講義、演習は

●「公務員になるための講義や演習」と「大学での単位取得」が両立できる！
　経済的負担も抑えた効率的な学習が可能に。
●１年次から始まる公務員対策は、４年次までに 650 時間以上の学習量を確保。
継続性ある計画で、学習効果を高めます。

募集学科・資格
［人間福祉学部］
○社会福祉士（受験資格）
○精神保健福祉士（受験資格）
○介護福祉士（受験資格）

［教育学部］
○小学校教諭1種免許状
○中学校教諭1種免許状（英語）
○幼稚園教諭1種免許状
○保育士

［看護リハビリテーション学部］
看護学科
○看護師（受験資格）
○保健師（受験資格）

理学療法学科
○理学療法士（受験資格）

［短期大学部］
幼児教育学科
○幼稚園教諭2種免許状
○保育士

社会福祉学科
○介護福祉士（受験資格）

Trumpet

無理なく両立
中学から続けている大好きな吹奏楽を大学
でも続けたいと思い、進学を決めました。週
３日の練習で勉強との両立をはかることが
でき、恵まれた環境でたくさんの仲間達と音
楽を続けられることは、とても幸せです。

堀尾 あゆみ
AYUMI HORIO部長

人間福祉学部 4年

出身校：土岐商業高等学校［岐阜］
パート：トランペット

Flute

今しかできないこと
この部の大きな特徴は、週３日の練習です。
勉強、部活動、アルバイト・・・学生時代にし
かできないことを欲張って全部やってしまお
うということです。「今しかできないこと」を見
つけて、充実した大学生活を送ってみません
か。

高慶 美咲
MISAKI KOKEI

人間福祉学部 1年

出身校：富山商業高等学校［富山］
パート：フルート

Percussion

新しい自分
大学を選ぶ際、吹奏楽を続けたいと思って
いました。そして、続けるなら力を入れている
所でやりたいと思い、中部学院を志望しまし
た。高校とは違う部分もあり大変なこともあり
ますが、大学生活を楽しく過ごしています。

山上 愛夏
AIKA YAMAGAMI

人間福祉学部 3年

出身校：小松市立高等学校［石川］
パート：パーカッションTuba

自分の支え
中学から吹奏楽を続けており、私のそばに
はいつもチューバがありました。チューバとい
う楽器を続けられていることが、自分の支え
になっています。苦しいとき、悩んだときにい
つも支えてくれたこの楽器、これからも続け
ていきます。

石本 武

TAKESHI ISHIMOTO

人間福祉学部 3年

出身校：金沢龍谷高等学校［石川］
パート：チューバ Horn

夢を実現できる環境
中部学院を志望したのは、大好きな吹奏楽
を続けるためです。また、自分の夢に繋がる
勉強をすることができるからです。たくさんの
先生方や仲間に出会えたことはとても幸せ
です。夢の実現に向けて頑張りたいと思いま
す。

小西 涼
RYO KONISHI

人間福祉学部 3年

出身校：中部大学春日丘高等学校［愛知］
パート：ホルン

Clarinet

吹奏楽と私
高校時代に全国大会を経験させていただき
ましたが、まだ終わりとは思えませんでした。
音楽を通してこれからも成長していきたいと
思ったからです。吹奏楽とともに、大学生活
を駆け抜けたいと思います。

摺出 知穂
CHIHO SURIDE

人間福祉学部 2年

出身校：富山商業高等学校［富山］
パート：クラリネット Saxophone

サックスへの想い
サックスはポップスの曲などでソロを担当す
ることが多い楽器です。安心してソロを任せ
てもらえる、そして聴いていただく方に感動し
てもらえる、そんなサックス奏者になれるよう、
練習を重ねたいと思います。

川崎 円香
MADOKA KAWASAKI

人間福祉学部 2年

出身校：各務原高等学校［岐阜］
パート：サックス Clarinet

楽しみな大学生活
部活漬けだった高校生活。本当にいい思い
出で、私の心の支えになっています。大学で
は大好きな吹奏楽を続けながら、資格取得
のための勉強も頑張り、いろいろなことに
チャレンジしていきたいと思います。

丹羽 梨湖
RIKO NIWA

人間福祉学部 2年

出身校：東濃実業高等学校［岐阜］
パート：クラリネット

Trombone

新しい仲間
大学には様々な高校からやってきた仲間が
集まります。それぞれが経験してきた吹奏楽
には違いがあり、それが融合していく発見と
楽しさが大学の吹奏楽にはあります。お互い
の価値観を尊重し、共に音楽を創りあげて
いきたいと思います。

小泉 穂乃花
HONOKA KOIZUMI

人間福祉学部 1年

出身校：東海大学付属静岡翔洋高等学校［静岡］
パート：トロンボーン

Trumpet

夢を叶える
中学校のときから続けている部活は私に様々
な経験をさせてくれました。私の将来の夢は
英語の教師で、中部学院大学は部活も続け
られ、将来の目標も叶えることができる、とても
魅力的な環境だと思います。仲間と支え合い
楽しく充実した大学生活が送れると思います。

日置 夏梨
KANA HIOKI

教育学部 1年

出身校：郡上北高等学校［岐阜］
パート：トランペット

Euphonium

心強い支えで、夢を実現
吹奏楽部は、高校で得た知識を生かし、思
う存分音楽に力を注ぎつつ、夢を叶えること
ができる最高の場所です。親身に相談に
乗ってくださる先生方や部員がいつも心強く
支えてくれ、とても幸せに思います。

松嶋 美香里
MIKARI MATSUSHIMA

教育学部 4年

出身校：高山西高等学校［岐阜］
パート：ユーフォニアム Oboe

夢の実現に向けて
教員になるという夢に向けて、教育学部や
吹奏楽部の仲間と日々高め合い、頑張って
います。恵まれた環境で過ごさせてもらえる
ことに感謝しながら、たくさんのことにチャレ
ンジしていきたいです。

谷口 英里
ERI TANIGUCHI

教育学部 3年

出身校：名古屋大谷高等学校［愛知］
パート：オーボエ Saxophone

素敵な保育士に
高校で吹奏楽に出会い、音楽を通して大きく
人として成長することが出来ました。大学で
は勉強と吹奏楽を両立し、幼い頃からの夢
である保育士を目指します。子どもたちに多
くのことを伝えていける保育士になるために
日々努力していきたいです。

山本 ほのか
HONOKA YAMAMOTO

教育学部 2年

出身校：県立岐阜商業高等学校［岐阜］
パート：サックス

Clarinet

これからの期待と不安
親元を離れての一人暮らしだけでなく、大学
では何もかもが初めてのことだらけで不安
になることがありましたが、今は未来への期
待を大きく持っています。今しかない大学生
活を、精一杯過ごしたいと思います。

世継 結美
YUMI YOTSUGI

教育学部 2年

出身校：北陸高等学校［福井］
パート：クラリネット Saxophone

新しいステージへ
小学校の時から続けている吹奏楽を大学で
も続けていきたいと思い入学しました。小中
高とは違う大学の吹奏楽。不安もありますが
楽しんで新しいステージに立ちたいと思いま
す。

辻岡 綺乃
AYANO TSUJIOKA

教育学部 2年

出身校：福井工業大学附属福井高等学校［福井］
パート：サックス Clarinet

自分への期待
私はクラリネットが大好きで、今まで一生懸
命練習してきました。大学には様々な高校出
身者がいますので、仲間から刺激を受けな
がら上達できるよう頑張りたいと思います。自
分がどこまでできるのか楽しみです。

高橋 京伽
KYOKA TAKAHASHI

教育学部 2年

出身校：岐阜総合学園高等学校［岐阜］
パート：クラリネット

人間福祉学部・公務員養成プログラムの紹介

STEP1 エントリーシート提出※

前期

後期

  8/27 締切

11/12 締切

    9/3までに

11/19までに

    9/6－9/21

11/22－12/7

  9/25

12/11

11/3

12/17

STEP2 結果通知 STEP3 出 願 STEP4 面接試験・書類審査 STEP5 合格発表

11/10

12/24

STEP6 入学手続き締切日

Q.部費など費用はどれくらいかかりますか？
A. 部費は月額2,000円（4月、10月に半期分を集めます）。
 その他の費用として、入部時にユニフォーム代5,000円、
合宿費10,000円（毎年1回）、親睦会を年2回程度行っ
ています。（1回2,000円程度）

Q.楽器は自分で準備しないといけませんか？
A. 原則すべての楽器を部で準備しています。
Q.学業との両立は大丈夫ですか？
A. 学業と部活動の両立は部の絶対方針です。どちらか片
方ではなく、両立してこそ得られるものがあります。練習
日は月・木・金の週3日を基本としています。

Q.部活は見学できますか？
A. はい、できます。入試の相談や部活の見学を希望される
方は、メールでご連絡ください。

　 （chubu-brass@chubu-gu.ac.jp）
Q.アルバイトはできますか？
A. ほぼ100%の部員がアルバイトをしています。飲食店で
アルバイトをしている部員が多いです。

Q.課外活動特別入試を受験して入部する部員の
割合はどれくらいですか？

A. 90%以上が課外活動特別入試を経て入部しています。
Q.寮はありますか？
A. 大学指定の寮はありません。部員の約45%が大学近隣
のアパートで下宿しています。

TOPIC サクソフォン四重奏　
全日本アンサンブルコンテスト初出場

2021年3月20日（土）、宮崎県
立芸術劇場で開催された第44
回全日本アンサンブルコンテ
ストにサクソフォン四重奏が
出場し、銅賞を受賞しました。
当部初の全国大会出場とな
り、今後に繋がる経験をさせて
いただきました。
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