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音楽療法士とはどんな仕事？ 
 音楽療法士は、音楽療法を受ける対象者のこころや行動、さらには身体機能等のさまざ

まな問題の改善に向けて、場合によっては、他の専門の職員（医師、理学療法士、作業療

法士、心理療法士保育士等々）と連携しながら、音楽療法を実施しています。 

音楽療法士の臨床の場はおもに施設や病院等が主流となっています。たとえば、施設に

入っておられる認知症の高齢者の方々や、さまざまな疾患で病院に入院している方々が対

象となります。そこで、音楽療法士はまず、対象者の病状、その病気から起こる障がいの

度合い等をしっかり理解し、ひとりひとりのニーズを把握することから仕事は始まります。

ひとくちにニーズといっても多様で、たとえば、身体機能の回復や維持を目指すため、「運

動機能の発達を促すこと」が目標の方もいれば、心や行動の改善を目指すため「コミュニ

ケーション能力を高めること」、「社会性や協調性を培うこと」などが目標に挙げられる方

など、それは様々です。このように音楽療法士は対象となる人々の各々のニーズを十分に

理解したうえで、それに応えるように音楽を使って接してゆきます。 

そこでは、かかわり方や言葉によるコミュニケーションも重要になります。また、「なぜ」

音楽活動を行うのか（目的）、「どのように」音楽活動を行うのか、さらに「音楽活動によ

って対象者がどう変わったか」（評価と考察）を常に追求しながら、音楽療法を実践してゆ

く必要があります。 

音楽の使い方をもう少し詳しくお話ししてみましょう。たとえば子どもへの音楽療法で

は発達の援助として音楽を用いることが多くあります。対象者が楽しんで興味を持つ音楽

を使って順番に演奏することによって、少しずつ何かを順番に行うという社会性を身につ

けていったり、様々な楽器に触れることによって色の違いや物の大小といった概念を認知

できるようになったり、といったことが目標になることがあります。たとえば高齢者の音

楽療法では、他者と交流するのが苦手な方でもグループで同じ歌をうたったり、楽器を演

奏したりすることによって気分がほぐれ改善し、いきいきと活性化していくといった変化

が見られます。このように対象者によって使い方は違ってきます。 

音楽療法士はどんなところで活躍？ 
わが国では「医療」「福祉」「教育」「保健活動」等といった多様な分野に応えられるよう、

音楽療法士がさまざまな立場で意図的に音楽を使用して、治療的効果をあげています。 

 例えば医療の分野では、心身医療、精神科医療、緩和ケア、小児医療、また作業療法や

言語療法の分野でも音楽が盛んに使われています。心のケアやリハビリテーション、発達

療育など、目的は様々ですが、音楽療法士の活躍の場が増えています。特に最近はリハビ

リテーション医学の分野で高次脳機能障害や失語症、運動機能障害の機能回復に効果を発

揮しています。 

 福祉の分野では、おもに障がい児発達支援センター、療育施設、通所施設、児童デイケ

アセンター、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等で、発達

支援としての治療教育や機能のリハビリテーション、あるいは高齢者のケアの一環として

音楽療法士が活躍しています。日本で音楽療法士が一番活躍している分野でもあります。 

 教育の分野では、近年、音楽の先生が音楽療法士の資格を取得し、学力促進学級、特別

支援学校等で教育活動に役立てています。また、音楽教室等でも個別または小集団で行わ

れるようになってきました。本コースでは「音楽療法を活かした指導者育成プログラム」

が用意され、この分野でも活躍できる音楽療法士を育成しています。 

聖徳大学の音楽療法コースを卒業した先輩はこれまでに 367 名に達しています。全国各

地で主に福祉や教育の分野を中心に音楽療法士として活躍しています。 



 3 

音楽療法コースではどんな勉強をするの？ 
  

 聖徳大学の音楽療法コースは、音楽療法士を養成するコースです。音楽療法士は施設や

病院で対象となる方々の症状、病状を理解し、彼らのニーズを把握し、音楽を介してコミ

ュニケーションをとれるような人材を育てます。そのために大学では、音楽技能（特に歌

唱と鍵盤楽器の演奏技術）を磨き上げながら音楽療法技能を学んでゆきます。この音楽療

法技能には、音楽療法の現場に活かせるような歌唱、コード奏法（コード・ネームによる

伴奏法）、即興が含まれます。さらに大切なのは、音楽療法に関連する領域の勉強です。医

学、心理学、障害学、福祉学などを幅広く学びます。 

 

本学音楽療法コースのカリキュラムは、2 年次から臨床実習を組み入れています。また

音楽の基礎から応用まで個々の実力に合った指導を重視しており、4 年間にわたり系統だ

ったカリキュラムを組んでいます。大枠の流れは次のようになります。 

 

１年次 

音楽の基礎的な知識と技術  音楽理論、音楽史、ソルフェージュ、実技レッスン 

音楽療法の基礎的な理論と技術 
音楽療法概論、音楽療法技能（歌唱・鍵盤和声）、音楽療

法の各論（障がい児・者の音楽療法）、医学概論 

２年次 

音楽の基礎的な知識と技術 和声法、実技レッスン 

施設実習 社会福祉施設等での支援体験実習 

音楽療法の基礎的な理論と技術 
音楽療法各論（高齢者・ホスピスの音楽療法）、音楽療法

技能（伴奏法）、臨床医学各論、臨床心理学 

３年次 

音楽療法臨床の治療理論応用技術 
音楽療法各論（成人・精神科の音楽療法）、音楽療法演習、

音楽療法総合演習 

音楽療法臨床実習 介護老人保健施設等での音楽療法実習 

４年次 

音楽療法臨床実習 
3 年次に引き続き音楽療法実習。子供から高齢者まで、実

習場所の選択が可能。 

教育実習（教職希望者） 中学校、あるいは高等学校における教育実習 

卒業研究  
各自、テーマを決めて音楽療法に関する研究を行い、発表

する。 

＊実技レッスンは 4 年間受けることができます。 

 

 

      



 4 

音楽療法士の資格とは？ 
 

現在、日本には民間資格として音楽療法士の認定をする 2 つの代表的な組織があります。

全国音楽療法士養成協議会と日本音楽療法学会の 2 つです。 

 

 全国音楽療法士養成協議会には音楽療法士養成課程を持つ全国の大学と短期大学が 22

校加盟しています。決められたガイドラインに沿って科目を修得すれば、卒業時に音楽療

法士（1 種）または（2 種）資格が取得できます。（1 種は大学、2 種は短期大学での資格

になります。）本学音楽療法コースでは卒業必修科目に音楽療法士（1 種）を取得するため

の指定科目がすべて組まれていますので、卒業要件の科目をすべて満たせば、申請するこ

とによって全国音楽療法士養成協議会認定音楽療法士（1 種）の資格を得ることができま

す。さらに本学大学院では（専修）資格を取ることができます。 

 

 日本音楽療法学会は、全国に 5,500 名の会員が属している学術組織で、おおむね年に 1

～2 回学術大会を全国規模、支部規模の両方で催し、様々な講習会を主催すると同時に音

楽療法士の資格認定も行なっています。こちらの資格を取得するためにはまず学会が指定

する様々な科目を修得し、音楽療法士（補）受験資格を得なければなりません。4 年次の 1

月に音楽療法士（補）資格審査（筆記試験）を受け、この筆記試験に合格することができ

れば、認定音楽療法士資格取得のための面接試験（弾き歌いを含む）を同年 3 月に受ける

ことができ、この面接試験に合格することによって晴れて日本音楽療法学会認定音楽療法

士の称号が得られます。 

音楽療法士（補）受験資格に必要な科目は音楽療法士（1 種）に必要な科目よりも多少

多くなります。音楽実技で何を選ぶかにもよりますが、13～15 科目（16～20 単位）ほど

多くなります。 

 

どちらの資格を取得すればよいのか、よく質問がありますが、今のところ日本の音楽療

法士の資格は国家認定ではありません。日本音楽療法学会が中心となって、国家資格化に

向けてさまざまな活動を展開しています。 

本学の音楽療法コースでは音楽療法士（1 種）の資格は卒業要件を満たせば申請してい

ただける資格ですので、ほぼ全員が申請し、取得しています。 

日本音楽療法学会認定音楽療法士の資格ですが、近年、この資格証明の提示を求める求

人が増えてきています。また、日本音楽療法学会は音楽療法士として活躍している臨床家

の集まりであり、日本で一番大きい音楽療法の学術集団であり、将来さまざまな情報を得

る機関でもありますから、本学音楽療法コースではこちらの音楽療法士（補）受験資格を

取得することもお勧めしています。 
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あなたはどんな将来、どんな夢をもっていますか？ 

 

音楽療法士の資格をとって「医療」「福祉」の現場で活躍したい！ 

（高齢者や障がい者の施設はいま需要が広がっています。） 

聖徳大学の卒業生の中には、介護職員初任者研修や保育士の資格を在学中に取得し、各

方面で活躍している人がいます。現場の経験を経て介護福祉士やケアマネージャーの資格

を取得した人もいます。 

                                 

学校の音楽教師を目指したい！ 

（特に特別支援学校の先生が音楽療法士の資格を取得し、授業に役立てています。） 

音楽療法コースでは中学校、高等学校の音楽の教員免許を取得することができます。 

音楽療法コースの先輩も中学校、高等学校の教員、特別支援学校の教員として活躍して

いる人がいます。 

 

 
 

大学院に進んでさらに勉強を深めたい！ 

（本学には大学院博士前期課程（修士）と博士後期課程（博士）が設置されています。） 

 学部での 4 年間の勉強の上、さらに音楽療法について深く学究を続けたい学生は大学院

の音楽療法コースに進み、勉強することが可能です。 

 

                                    
 

みなさんそれぞれ将来の夢はいろいろお持ちでしょうが、音楽療法を勉強することはさ

まざまな分野で役に立ちます。 

 今まで勉強した音楽を役立てて世の中の人々に貢献したい！ 

 音楽が人々の生活を潤わせていく理由をもっと探ってみたい！ 

 音楽の教師になりたいけれど、音楽療法的なアプローチも知りたい！ 

人とのかかわり方を身につけ、音楽がどのように心に影響を及ぼすかを理解できる音楽

家になりたい！ 

 いろいろな楽器を使って人と交流する方法を学びたい！ など 
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卒業後の進路は？ 
 

聖徳大学の音楽療法コース卒業生は多方面で活躍しています。2004 年度～2017 年度卒

業生の進路をご紹介します。 

 

□福祉施設 

（音楽療法支援センター、高齢者施設〈音楽療法士、介護職員、生活相談員、等〉、知的障

がい者更生施設、知的障がい者支援施設〈音楽療法士、指導員、支援職員〉、障がい者支

援施設〈指導員、支援職員〉、身体障がい者施設、こども音楽センター、重症心身障がい

児施設、障害児通園施設、等） 

 

□病院 

（慈雲堂内科病院、加藤病院、河北病院、鶴巻温泉病院、初富保健病院、埼玉回生病院、

等） 

 

□進学 

（本学大学院、他大学院〈東北大学大学院医学系研究科、筑波大学大学院教育研究科、筑

波大学大学院人間総合科学研究科、洗足学園大学大学院、帝京大学大学院、茨城キリス

ト教大学大学院〉、専門学校〈保育士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、等〉） 

 

□教職関連 

（本学助手、本学附属高校教諭、中学校教諭〔宮城県、埼玉県、鹿児島県〕、小学校教諭、

特別支援学校教諭〔東京都、千葉県〕〈ろう学校〔東京都〕、盲学校〔東京都〕を含む〉、 

 スクールカウンセラー〔埼玉県〕） 

 

□音楽教室講師 

（白水堂、等） 

 

□NPO 法人 

（日本音楽生涯学習振興協会） 

 

□一般会社 

（NTT DoCoMo、茨城銀行、日本旅行、JR 東日本、JR 東海、東京海上日動、日本楽器、

山野楽器、東京医科大学茨城医療センター、松下電工エイジフリー介護チェーン、クオ

レ、ベストライフ、千葉トヨペット、坂角総本舗、ユニアデックス、東京電力グループ

TEPCO コールアドバンス、商工組合中央金庫、アルメックス、国分土地建物、大阪シー

リング印刷、村上音楽事務所、加須保険事務所、みやこひも、歯科助手、たかの友梨ビ

ューティクリニック、焼津信用金庫、開進堂、インターテック、ビィー・トランセホー

ルディングズ、KAZ & Co.、等） 

 

 その他、ミュージシャンとして活躍している人、ブライダル関係の会社で音楽の企画プ

ロデュースを担当している人、オペラの歌手として活躍している人等、聖徳の音楽療法コ

ースの卒業生はそれぞれが目的を持ってさまざまな方面で活躍しています。 
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聖徳大学の音楽療法コースの特色は？ 
 

・ 音楽の基礎から応用まで、各自の実力にあった教育を徹底しています。 

 

・ 他大学には類を見ない、音楽技能の専門教育を行っています。特に 4 年間にわたり実技

のレッスンを受けられますから、相当の実力がつきます。 

 

・ 3～4 年次の音楽療法実習よりも前に、福祉関係の施設における施設実習（体験型実習）

を本学独自で 2 年次に実施しており、専門職としてのスキルを身につけられるよう配慮

しています。 

 

・ 地域に溶け込んだサービスを理念とした音楽療法を実施していますので、施設実習を体

験した後、東京・千葉・茨城県内の福祉施設で音楽療法の実習を体験できます。 

 

・ 就職に関してはキャリア支援室をはじめ、音楽療法の専任の教員が親身になって相談に

のり、斡旋することもあります。2017年度卒業生のうち、就職希望者の就職実績は 100%

です。 

 

・ 音楽療法士（補）資格審査（筆記試験）に向けて、4 年次春学期から過去問題を解く勉

強会を毎週行い、秋学期には受験のための特別講習会を課外に行っています。2015 年

度、2016 年度、2017 年度と 3 年連続本学 4 年生の筆記試験の合格率は 100%を達成し

ています。（それぞれ 10 名、10 名、6 名全員合格。） 

 

・ 本学音楽療法コース卒業生のための研修会を毎年開催し、現場での悩みの相談にのった

り、事例の書き方などをサポートしたりしています。 
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