学校法人御船学園 事業報告書(平成２６年度)
Ⅰ．法人の概要
１．設置する法人
法人名
学校法人 御船学園
住 所
熊本県上益城郡御船町大字滝川字東原 1658 番地
２．沿革
昭和46年 4月23日
昭和46年 9月30日
昭和47年33月 2日
昭和47年33月30日

熊本音楽短期大学設立準備委員会発足
熊本音楽短期大学設立認可申請(校地面積；14,099㎡)
４階建校舎(１号館)落成(2,041.9㎡)
学校法人御船学園設立認可
初代理事長に出田憲二就任
昭和47年44月41日 熊本音楽短期大学開学（音楽科設置）
初代学長に出田憲二就任
音楽科(声楽専攻30人、器楽専攻30人)総定員120人
昭和47年44月12日 第１回入学式 入学生８２人
昭和47年12月27日 教職課程認可(適用時期；昭和47年4月1日)
昭和48年 2月 3日 第１回定期演奏会(於)熊本市民会館
昭和49年 1月23日 熊本音楽短期大学専攻科設置認可
入学定員(総定員)10人
昭和49年 3月 9日 熊本音楽短期大学第１回卒業式(卒業者81人)
昭和49年 4月 1日 熊本音楽短期大学専攻科開設(入学者20人)
昭和50年 8月 1日 運動場用地購入(8,654㎡)
平屋建寄宿舎落成(620.48㎡)
昭和50年12月 3日 音楽科定員増員認可
(入学定員 声楽専攻30人、器楽専攻70人 総定員200人)
昭和51年 7月21日 ２号館校舎落成(650.83㎡)
昭和53年 2月15日 女子寮５階建落成(2,650.58㎡)
昭和55年 5月 7日 体育館兼演奏ホール用地購入(3,993㎡)
昭和56年 2月28日 体育館兼演奏ホール落成(1,053.92㎡)
昭和59年 9月30日 ３号館校舎落成(356.85㎡)
昭和60年 1月31日 ４号館校舎落成(2,200.51㎡)
昭和60年 4月 1日 第２運動場用地購入(6,510㎡)
昭和62年 4月24日 阿蘇研修所建物落成(975.65㎡)
阿蘇研修所用地購入(11,446㎡)
平成元年 1月27日 オペラ「細川ガラシア」公演
(於)東京ゆうぽうとホール
平成 9年 9月14日 "Kumamoto College of Music Wind Orchestra and Chorus"公演
(於)アメリカ・カーネギホール
平成12年 4月 1日 音楽療法士(２種) 全国音楽療法士養成協議会認定
平成12年12月21日 平成音楽大学設置認可
音楽学部音楽学科教職課程認可
中学校教諭１種免許状(音楽)、高等学校教諭１種免許状(音楽)
平成13年 4月 1日 平成音楽大学音楽学部音楽学科(入学定員100人)開学
初代学長に出田敬三就任
平成14年 4月 1日 音楽療法士(1種)；全国音楽療法士養成協議会認定
平成14年37月30日 熊本音楽短期大学廃止認可
平成16年34月 1日 理事長に出田敬三就任
平成16年 9月27日 音楽専攻科設置届提出
平成16年11月17日 音楽学部幼児音楽教育学科設置届認可
平成17年 3月28日 音楽学部幼児音楽教育学科指定保育士養成施設指定
平成17年 3月29日 音楽学部幼児音楽教育学科教員免許課程認可(幼稚園教諭１種免許状)
音楽専攻科教員免許課程認可
（中学校教諭専修免許状〔音楽〕、高等学校教諭専修免許状〔音楽〕）
平成17年 4月 1日 音楽学部幼児音楽教育学科(入学定員30人)開設
音楽学科入学定員変更(100人→70人)
音楽専攻科(入学定員10人)開設
平成18年 7月22日 音楽棟(クリーム棟)落成(453.96㎡)
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平成19年10月31日
平成20年11月 7日
平成22年 3月24日
平成22年 6月11日
平成22年 6月18日
平成24年 4月 1日
平成24年11月 1日
平成26年 4月 1日
平成26年 8月29日
平成27年 3月31日

集会場(コミニュティセンター)落成(81.84㎡)
音楽療法士(２種) 全国音楽療法士養成協議会認定
(財)日本高等教育評価機構(第三者評価)基準認定
熊本市サテライト「サテライトステージ」設置(269.28㎡)
韓国新羅大学校芸術大学との姉妹校提携
幼児音楽教育学科を「こども学科」に名称変更
学園創設者・故出田憲二前理事長胸像除幕式
学園創立４０周年記念式典実施
音楽学科「ミュージックパフォーマンスコース」新設
平成音楽大学アート・イベント・プロジェクト新設
幼児音楽教育学科名称改廃

３．設置する学校
１）学校名
平成音楽大学
２）住 所
熊本県上益城郡御船町大字滝川字東原 1658 番地
３）建学の精神
九州で中央の音楽大学に劣らない音楽教育を実施し、全国各地で活動できる音楽の実
力を持った学生を育成すること。すなわち「九州から音楽文化を発信する」ことが本
学園の建学の精神である。
このことを踏まえて、大学の使命・目的として次の４つの基本理念を唱えている。
①「音楽芸術の真理の探求」
音楽技術の錬磨と更に音楽芸術の真理を探求するよう教授し研究させること。
②「創造性豊かな心を持つ人間形成」
広く知識を授けるとともに、創造性豊かな心を持つ人間形成を図ること。
③「地域社会の音楽文化の発展に寄与する人材育成」
人類文化の進展に寄与する有為な人材の育成を目的とすること。
④「福祉の進展に寄与する人材の育成」
音楽療法士や保育士を育成し福祉の進展に寄与すること。
４)音楽学科設置の目的
音楽芸術の学修を通じて情操を高め、
「豊かな感受性」と「和の心」を涵養し、
「想像力」
と「健全な身体」を養成すると共に、本学が音楽文化の発信地となることを目指す。
５)幼児音楽教育学科設置の目的
この学科では乳幼児期に音楽が与える感性、美的情操や心理的情緒等の効用につき専門
的に教育・研究し、保育所や幼稚園において適時適切に音楽を提示できる保育士、幼稚
教諭を育成することを目的とする。
６）学部・学科・定員・現員；(平成２６年５月１日)
学 部
学
科
学年
学生数
１年
３３
２年
２４
音楽学科
３年
３８
４年
３４
音楽学部
計
１２９名
１年
４２
こども学科
２年
３０
幼児音楽
３年
４２
教育学科
４年
８
計
１２２名
計
２５１名
音楽専攻科
５名
合
４．役員・教職員の概要
１）役員等

計

２５６名
(平成２６年５月１日現在)
定 員
現 員
理 事
８人
８名
監 事
２人
２名
評議員
１７人
１７名

２）教育職員

学長
教授
准教授
教授１
９名
６名
客員教授・非常勤講師等

３）職

２０名

員
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専任講師
５名
１０２名

専任助教
０名

計
２０名

５．校地・校舎の状況 (平成２６年５月１日現在)
１）校地
本年度増加地
従来の所有地
総 計
0㎡
34,671.56 ㎡
35,833.56 ㎡(内借用 1,162㎡)
２）校舎
増

加 分
0㎡

減

少 分
0㎡

従来所有分
10,357.29 ㎡

総 計
10,624.10 ㎡ (内借用266.81㎡)

Ⅱ．事業の概要
１．音楽活動
地域社会の音楽文化の発展に寄与するという学園の目的を達成するため様々な活動を行った。
また音楽文化に限定することなく、広く文化活動や奉仕活動にも取り組んだ。
以下のとおりの行事を社会への音楽普及活動、学生への教育活動として行った。
■主催演奏会
・第１６回九州音楽コンクール「受賞記念コンサート」
平成２６年５月２４日(土）／熊本県立劇場コンサートホール
・第１０回ピアノフェスティバル
平成２６年５月２８日(水)／平成音楽大学サテライトステージ
・２０１４教員コンサート
平成２６年６月１０日（火）・１１日(水)／平成音楽大学サテライトステージ
・平成音楽大学ブラスオーケストラ２０１４演奏会
平成２６年６月２０日(金)／熊本県立劇場コンサートホール
・平成音楽大学「電子オルガンフェスティバル」
平成２６年７月２７日(日)／平成音楽大学サテライトステージ
・２０１４Heisei Music Festival
平成２６年８月３０日(土)／平成音楽大学サテライトステージ
・第５回サテライトステージコンサート
平成２６年１０月２９日(水)／平成音楽大学サテライトステージ
・平成音楽大学「２０１４華麗なる音楽の祭典」
平成２６年１２月５日(金）／熊本県立劇場コンサートホール
・平成音楽大学コンサートin Paris
平成２６年12月27日（土）／The American Church in Paris
・ライブコンサート 音創造！（音楽制作コースコンサート）
平成２７年１月３１日(土)／平成音楽大学サテライトステージ
・VOCAL サロンコンサート Vol.8
平成２７年２月３日(火)／平成音楽大学サテライトステージ
・平成音楽大学 平成２６年度音楽学科卒業演奏会・専攻科修了演奏会
平成２７年３月１７日(火)／平成音楽大学サテライトステージ
■附属機関演奏会
・熊本オペラ芸術協会オペラ「魔笛」公演
平成２６年１０月４日(土)・５日（日）／熊本市民会館大ホール
・熊本オペラ芸術協会「２０１５ニューイヤー・オペラフェスティバル」
平成２７年1月25日（日）／平成音楽大学サテライトステージ
・第17回九州音楽コンクール課題曲部門 ピアノ公開レッスン
平成２７年３月１日（日）／平成音楽大学サテライトステージ
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・第17回九州音楽コンクール
平成２７年３月２１日～２８日／平成音楽大学サテライトステージ

他

■協力演奏会
・熊本ユースシンフォニーオーケストラ第５０回定期演奏会交響曲第九番「合唱付」
平成２６年８月１０日(日)／熊本県立劇場コンサートホール／合唱：平成音楽大学合唱団
・平成音楽大学 金管楽器専攻生有志による第11回ブラスアンサンブルの夕べ
平成２6年10月17日（金）／くまもと森都心プラザホール
・平成音楽大学サクソフォンクラス第11回定期演奏会
平成２7年1月18日（日）／日本福音ルーテル健軍教会
・平成音楽大学打楽器専攻生有志による「打楽器アンサンブル」
平成２７年1月20日（火）／平成音楽大学 演奏ホール
・平成音楽大学ゾリステン管楽コンサート
平成２７年2月4日（水）／平成音楽大学サテライトステージ
・熊本音楽短期大学・平成音楽大学卒業生による「第7回フレッシュコンサート」
平成２７年2月7日（土）／平成音楽大学サテライトステージ
・平成音楽大学トランペット専攻生による「第2回トランペットアンサンブルコンサート」
平成２７年2月11日（水）／健軍文化ホール
・平成音楽大学トロンボーン専攻生によるTrombone Ensemble “ERNEST”
平成２７年3月27日（金）／日本福音ルーテル健軍教会
【九州音楽コンクール】
こどもたちに音楽活動の裾野を広げる。また大学生・社会人に対して演奏技術向上と評価を受け
る機会を設ける。そしてそれぞれが受賞、評価を受けることにより音楽への向学心を高めること
を目的として毎年開催している。平成２６年度も７６９人の参加者があった。
【サテライトステージ附属音楽教室】
サテライトステージにおいて「みんなで楽しくやさしく歌う」講座を始めとする社会人向け、受
験生向けの講座やレッスンを行った。また、新たにフラダンス教室、大正琴講座を開設した。
【教員免許更新講習】
教員免許を持つ人たちに課せられた１０年間の有効期限を更新するために必要となる教員免許更
新講習を平成２６年度も実施した。選択領域３講座を文部科学省に申請し開設承認を受けた。
８月２０日から２２日までの３日間で各６時間の講習を実施しのべ８８人に対して、現役で教員
を続けていくために必要となる更新講習受講証明書を発行した。
２．さまざまな活動
【大学コンソーシアム熊本】
熊本県の高等教育機関１４校と熊本県、熊本市とで組織する「大学コンソーシアム熊本」の一員
として様々な活動を行った。
活動内容は、各教員による研究者アーカイブへの登録、江津湖清掃活動への参加、熊本県民カレ
ッジでのキャンパスパレアへの参加、熊本知識者円卓会議、高大連携の一環として、模擬授業や
実習体験を中心とする進学ガイダンスセミナーなど多岐に及んだ。
また、組織内には教職員による各部会のほか、各校の学生たちが共同して社会活動を行うグルー
プが設置されており、本学の学生たちも江津湖清掃活動や熊本暮らし人祭り「みずあかり」など
の社会活動に参加した。
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【社会での奉仕活動（ボランティア）】
・県内の９０ほどの学校や企業などで組織する社会活動グループ「熊本いいくに会」では月１回の
公園や学校のトイレ清掃、熊本暮らし人祭り「みずあかり」、火の国まつり打ち水大作戦、肥後
花菖蒲株分けなど様々なボランティア活動を行った。
・御船警察署から委嘱を受けた職員が青少年の補導活動や御船町青少年健全育成会議への参加を通
じた貢献活動を行った。
【小中学校・高校への協力と連繋】
・「御船町教育フォーラム」／御船町の幼稚園・保育園、小学校、中学校、高等学校、大学が一緒
になりイベントを行った（11 月）。毎年実施されているもので、市でない町に大学があることが
稀であるため、御船町のアピールともなっている。
・御船高等学校 ／ 芸術コース音楽専攻の生徒たちそれぞれに対して、本学で声楽や各楽器の個人
レッスンを実施しレベルアップに協力している。また本学に進学したい県外の中学生が御船高校
に進むケースもある。
・御船町立小坂小学校 ／４月の新入生歓迎遠足の場としてグラウンドを提供し、昼食後に学生に
よるコンサートを開催した。平成２１年から毎年続き６回目となった。
３．学生支援活動
①奨学金制度
入学試験において成績優秀者に対して行う特待生制度と給付生制度のほか、在学生の成績優秀者
に対する特別奨学生制度を実施した。これらは返済不要の本学園独自の奨学金制度として設置し
ている。
②キャリア支援
学生がキャリアプランを意識するための支援講座として「文化芸術論」という科目を設け、全学
年に必須科目として実施した。文化、芸術、キャリアなどを学ぶ総合講座として全学一致で取り
組んでいる。
学生・就職課では学生に対して就職に向けた説明会や相談会を行い、就職状況をよりよいものと
するための業務を行っている。２号館２階の就職資料室には就職に関する資料を掲示・設置し、
情報をインターネットで検索するためのパソコンを設置している。
また、介護職員初任者研修(旧名称、ホームヘルパー養成講座）を学内で実施専門の会社に委託
して学内で実施した。専門業者と共催し本学を会場とすることで、学生は学内において通常の 2/3
程度の受講料で受講できるようにした。
③メンタルケア
相談室を設置して健全で快適な学生生活をサポートしている。専門のカウンセラーのほか専任教
員４名がこの任にあたっている。年度初めにＵＰＩ（精神健康調査）を行ってそれぞれの学生に
応じた対応をしている。
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