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資料1. 

平成28年度 公益財団法人 音楽文化創造 事業報告 
 

 
 
当財団は、平成6年に制定された「音楽文化の振興のための学習環境の整備に関する法律」（略称：音楽振興

法）の趣旨に基づき、音楽に関する文化活動を幅広く振興すると共に、生涯学習の一環としての音楽学習の活

性化を図り、わが国の音楽文化の発展と音楽を通じた国際音楽の促進に寄与することを目的としています。平成

28年度はこの目的に沿って事業を展開しました。 
 

 
【公益目的事業】 

           
1.音楽に関する国内外の協議会、講演会等の開催及びその開催のための協力 
 

音楽振興法推進の精神に基づき、全国各地域の音楽文化振興と生涯学習を普及推進して行くことを目的

に｢FORUM  in 国際音楽の日 名古屋 2016」を開催致しました。 
 
    
   ＜日程＞ 平成28年10月15日（土）、10月16日（日） 
   ＜会場＞ 名古屋芸術大学 東キャンパス3号館ホール 
   ＜主催＞ 公益財団法人 音楽文化創造 
   ＜共催＞ 全国生涯学習音楽指導員協議会愛知支部 
   ＜主管＞ FORUM in 国際音楽の日 名古屋 2016 実行委員会 
   ＜協力＞ 名古屋芸術大学 
   ＜後援＞ 文化庁、文化芸術議員連盟 愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会 
          株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社ヤマハミュージックリテイリング名古屋店 
          一般社団法人全国楽器協会 
   ＜内容＞ 10月15日（土）全体会                                        敬称略 

・全国生涯学習音楽指導員協議会 愛知支部 活動発表 
・講演「究極の生涯学習はこれだ!全員尺八体験」  
                  東海三曲演奏家の会代表  現代尺八演奏家 岩田恭彦 
・シンポジウム 広げよう「音楽の輪」つなげよう「文化の輪」 

コーディネーター ： 神戸学院大学教授 今西幸蔵 
パネリスト ： 名古屋芸術大学 学長・教授 竹本義明 

名古屋女子大学講師 歌川光一 
生涯学習音楽指導員協議会愛知支部代表 新谷啓子 

・エンディングコンサート 世界に響け!音楽の環！ 
   ベートーベン作曲 交響曲第九番 ニ短調 作品125 第4楽章より「歓喜の歌」 

          10月16日（日）研究会 
・ワークショップ1. 「皆さんは、芝生の上で妖精が踊っているのを見たことが有りますか？ 

ジャズ・プレーヤー 森 剣治 
・ワークショップ2. 「ミュージカルの身体表現」 

                    ミュージカル女優 家田めぐみ 
＜参加実績＞140名（内生涯学習音楽指導員数：96名） 
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2.「国際音楽の日」の普及のための事業、その他音楽を通じた国内外の文化交流事業の実施 
     

「国際音楽の日」の普及と地域の音楽振興のため、各地域の音楽家、指導者と自治体、音楽団体との 
協同事業に対し助成致しました。審査選考については専門家による選考委員会を設置し、助成団体 
の決定及びイベント終了後の確認をいたしました。 

 
＜国際音楽の日記念事業 選考委員会＞  

2016年2月9日（火）  公益財団法人音楽文化創造会議室にて開催 
          委員長 ： 久保田慶一（国立音楽大学教授）  他3名 

          
＜助成団体総数＞ 14事業 （応募団体数20件、不採択5件、辞退1件） 
 
＜実施概要＞  
➢開催地 14都市、来場者総数 2,428名、出演者数 774名 

 
➢イベント概要 

      ・茨城県取手市  取手市民会館  9月 4日（日） 

主催：国際音楽の日コンサート in とりで実行委員会 

第５回 国際音楽の日コンサート in とりで 

THE TORIDE MUSIC BOX 

 

・奈良県天理市  奈良市北部会館ホール  9月 4日（日） 

主催：生涯学習音楽指導員協議会 奈良支部 

ワクワク音楽体験 ～世界の旅に出かけよう～ 

 
・兵庫県明石市  大手前大学フォーラムホール   9月11日（日）    

主催：生涯学習音楽指導員協議会 兵庫支部 
わらべうた  ニッポン V. S. ワールド 

 
・山形県山形市  山形県生涯学習センター 「遊学館」ホール  10月22日（土） 

主催：世界の音楽コンサート実行委員会 
世界の音楽コンサート  2016 

 
・大阪府大阪市  コミュニティプラザ平野（平野区民センター）  10月23日（日） 

         主催：生涯学習音楽指導員協議会 大阪支部 
             「国際音楽の日」 記念コンサート 
 

・広島県広島市  広島市西区民文化センタースタジオ  10月29日（土） 
主催：生涯学習音楽指導員協議会 広島支部 

国際音楽の日記念 平和コンサート 
      

・北海道札幌市  札幌芸術の森アートホール  11月3日（水） 

主催：公益財団法人 札幌市芸術文化団 札幌ジュニアジャズスクール 

札幌ジュニアジャズスクール定期演奏会 
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      ・山口県山陽小野田市  不二輸送機ホール  11月 13日（日） 

主催：生涯学習音楽指導員協議会 山口支部 

国際音楽の日 記念事業コンサート 

「生きる」 10周年記念コンサート 

 

・京都府京田辺市  京都市東部文化会館  11月 23日（水） 

主催：生涯学習音楽指導員協議会 京滋支部 

第５回 「国際音楽の日」 記念コンサート 

 

・栃木県日光市  日光金谷ホテル バケットホール  11月 23日（水） 

主催：ピアノスタディグループ  櫻 

みんなの たのしい もみじ コンサート 

 

・大阪府枚方市  門真ルミエール内 レセプションホール 11月 26日（土） 

主催：Harmony Club 

絵本ライブ 「なかなおリンゴ」 

 

・静岡県富士宮市  富士文化会館ロゼシアター練習室/富士宮文化会館練習室  11月 27日（日） 

主催：生涯学習音楽指導員協議会 静岡県東部支部 

親子で楽しくミュージックベル体験 

～富士 子どもセミナーコンサート～ 

～富士宮 子どもセミナーコンサート～ 

  

・千葉県市原市  千葉県教育会館ホール   12月 4日（日） 

主催：生涯学習音楽指導員協議会 千葉支部 

第10回「国際音楽の日記念」 おんがくっ子フェスティバル千葉 

 

・愛知県名古屋市  名古屋市熱田文化小劇場  12月25日（日） 

主催：音楽企画「響」 

第３回 「響」の音楽とともに 

 
 

 
3． 音楽学習に関する指導員の養成プログラムの開発及び実施 
 

全国各地の音楽学習や音楽活動の活性化を図るため、人材を育成するプログラムを開発し、音楽指導者

を対象に生涯学習に視点をおいた講習会を実施しました。また新たに、地域において音楽による文化振興

を推進するために音楽家や地域住民さらに諸機関などとの連携を推進する役目を担う地域音楽コーディ

ネーター養成講座のトライアルを実施しました。 
 
 
（1） 生涯学習音楽指導員養成講習会 

生涯学習関係論、音楽学習関係論、生涯音楽学習総合研究の3つの柱でカリキュラム内容を構成 
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      ①C級＆B級講習会        
＜実施日程＞ 第1回目  平成28年  8月19日（金）～8月 21日（日） 

第2回目  平成29年  3月10日（金）～3月 12日（日） 
 

＜ 会 場 ＞   昭和音楽大学 南校舎 
 
＜受講者数＞ 第1回目  C級 30名（前年38名）  B級  8名（前年20名） 

第2回目  C級 32名（前年40名）  B級  7名（前年20名） 
 
＜資格認定数＞ C級 26名 （前年31名） B級  5名 （前年18名） 
 
②A級講習会 
＜実施日程＞ 第1回目  平成28年  10月29日（土）～10月 30日（日） 

第2回目  平成29年   1月21日（土）～ 1月 22日（日） 
 

＜ 会 場 ＞   一般財団法人ヤマハ音楽振興会 
 
＜受講者数＞ 第1回目  15名（前回20名） 第2回目  14名（前回20名） 

 
＜資格認定者数＞  A級14名（前回20名） 
 
 
③指導者資格認定累計数 2017年6月現在   計1,866名 （前年1,840名）    
                C級1,109名（前年1,088名）、 
                B級 650名（前年 659名） 
                A級 107名（前年  93名） 
 

  
（2） 地域音楽コーディネーター養成講座トライアル 
      

＜実施日程＞ 平成28年10月1日（土） 
 

＜ 会 場 ＞   国立音楽大学3号館 
 
＜受講者数＞ 52名（国立音楽大学3年生・4年生及び大学院生） 

 
＜  内容  ＞  ・文化と地域創生ー地域の文化政策 
             ・社会と音楽ー音楽によるソーシャル・エンゲージメント 
             ・地域文化マネージメントー地域連携と音楽活動 
             ・地域文化コーディネイトー音楽企画書の書き方 
             ・生涯学習と音楽ー生涯音楽学習の理論 
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4． 音楽に関する学習成果の評価システムの開発及び実施 
 

 子どもから成人までの一般音楽愛好者、学習者、指導者を対象に、音楽に関する学習成果を音楽の知識、

能力に応じて評価する音楽検定を開発、推進してきました。平成23年度より休止しておりましたが、再開に

向け、世の中のIT化の変化を鑑み、WEB上での試験実施可能性につき洗足学園音楽大学との共同研究

を始め2年目になります。洗足学園音楽大学の「オンライン・スクール・オブ・ミュージックの中の「ミュジックマ

スター・オンライン」上に初級レベルの問題を公開し、1年間に566名がアクセスし322名が合格されました。

次年度は中級レベルの問題を追加し継続して研究を進めます。 
 
5． 生涯学習音楽指導員の地域活動の推進への協力 
 

生涯学習音楽指導員は、相互の情報交換や音楽・音楽指導等の自己研鑽を行う場として、自らの意志で

27の都道府県、ブロック単位で協議会を組織しています。この生涯学習音楽指導員が行う、地域における

生涯音楽学習の推進、文化振興の更なる広がりへの促進、音楽普及活動 等に協力しています。 
 

（1） 平成28年度は、独立行政法人・国・地方・企業が募集している助成金を活用して、自主活動の活発化を 
めざし、助成団体の案内、申請書作成・内容等のアドバイスを致しました。 

     
 ➢一例：「子どもゆめ基金」の活用」 

＜ タ イ ト ル ＞   音楽を活用した地域における子どもゆめ体験  他 
＜ 主 催 ＞   生涯学習音楽指導員、協議会々会員 
＜実施期間＞   平成28年5月～平成29年3月 
＜ 会 場 ＞   学校、公民館等の公共施設 
＜開催地区＞   16都道府県で、22会場開催 

 
 

 

 
【その他の事業】 

 
1． 音楽に関する出版物の編集及び発行 
 

音楽文化の普及振興と生涯学習の研究、情報の発信を目的に3冊発行致しました。特集テーマを中心に

各地域での音楽文化振興への取り組みや、音楽活動研究レポート、生涯学習音楽指導員の活動研究   

レポート等について情報を提供しました。研究レポートについては（公財）音楽文化創造のホームページに

掲載致しました。 
 

＜ タ イ ト ル ＞   「音楽文化の創造」（Creating Music Culture） 
＜ 発 行 ＞   76号（平成28年7月1日） 77号（平成28年11月1日） 78号（平成29年3月1日） 
＜発行部数＞   各700部 
＜ 価 格 ＞   1,000円＋税 
＜主 な内 容＞    
            【76号】 
              特集： 音楽の習い事の今 

   ・習い事の移り変わり～音楽を中心にして 
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  ・音楽の習い事と学校生活 
  ・教育文化に関する歴史及び思想問題としての近現代日本の習い事 
  ・アマチュア音楽家の楽しみ～大人の習い事と発表会 
  ・脳科学を応用した最新のプラクティス・テクニック 

連載： メディアと音楽4  音楽メディアとしてのレコード                
連載： ・イギリスの音楽事情2 
     ・芸術振興財団の活動1「いそごの文化がまちを育む」 
        文化振興のあるべき姿を目指して 

 
研究：  子どもたちが作品へ入り込む体験型音楽鑑賞教育 
生涯音楽学習の活動  西東京音楽祭9年目に際して 
生涯学習音楽指導員のひろば 
     トピックス「生涯学習音楽指導員・新役員の豊富」他 
     
 

            【77号】 
特集1：FORUM in 国際音楽の日 名古屋 2016 
特集2：音楽イベントとボランティア 

・ボランティアマインドと生涯音楽活動 
・高松国際ピアノコンクールとボランティア 
・街に音楽があふれるフェスティバルを創り上げるボランティアの力 
・「国際オーボエコンクール・軽井沢」におけるボランティア活動 

連載： メディアと音楽5   映画音楽 
連載： ・イギリスの音楽事情 3 演奏家のアウトリーチと教育活動 
     ・邦楽の話 豊後節からはじまる三味線音楽⑤ 

 
研究：音楽科における他文化教育の意義と可能性 
生涯音楽学習の活動   市川市新人演奏家コンクール 
生涯学習音楽指導員のひろば 
     トピックス「助成金を活用した事業」他 

 
【78号】 

特集： デジタル化と音楽 
    ・デジタル化と音楽文化の未来 

・音楽教育、創作活動におけるデジタル・テクノロジーの活用について 
 ・音楽科教育におけるデジタル機器の活用について 
・＜インタビュー構成＞ボーカロイドの影響 
全ての子どもが楽しめる音楽教材を目指して 

連載：メディアと音楽6 人とヴァイオリンの微妙な関係 
研究 新たな生涯音楽学習の組織へ向けて 
生涯音楽学習の活動   北とぴあ国際音楽祭 
生涯学習音楽指導員のひろば 
     トピックス「行政と連携した事業」 


