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コミュニティへの参画およびコミュニティの発展
ヤマハグループは、
世界各地で音楽文化の普及・振興に向けた多彩な活動を続けるとともに、
一企業市民として社会貢献活動に取り
組んでいます。
国内外の拠点を置く各地での地域貢献活動をはじめ、
次世代育成への支援、
寄付・福祉活動を継続的に実施するとともに、
多彩な音
楽文化の普及・振興活動のみならず、
音楽の力を生かした街づくり事業も推進しています。

地域社会とのかかわり
地域社会への責任
ヤマハグループは、
企業が社会の⼀員であることの責任を⾃覚し、
よき企業市⺠として社会に受容される価値観の醸成と⾏動に努め
ています。
地域社会に及ぼす影響を考慮し、
環境負荷の低い操業と、
地域の皆さまとの対話を図っています。
各事業拠点では、
周辺⾃治体との情報交換会を定期的に実施し、
⾃治会の意⾒を伺っています。
事業所の新設や撤退などが⽣ずる場
合は、
あらかじめ事業所を置く市町の⾸⻑に説明・報告するほか、
周辺⾃治体との情報交換会の中でも適時報告・説明し、
意⾒や要望
を伺っています。
また、
⼯場撤退などにおいては、
周辺への環境影響がないかどうか⼟壌や地下⽔の調査を実施し、
万が⼀、
汚染など
の環境影響が発覚した場合は、
浄化・除去措置などの適切かつ速やかな対応を実施しています。
》
4-3 社会との調和

地域社会におけるコミュニケーション事例
ヤマハグループは、
事業所を置く地域社会と⽇常的なコミュニケーションを図ることで、
地域との良好な関係を保っています。

自治会との情報交換会実施例（ヤマハ
（株）
）

事業所・工場でのコミュニケーション例

事業所

頻度

対象

内容

本社事業所

年1回

周辺の8自治会

事業概況報告、
要
望聴取、
意見交換

掛川工場

年1回

周辺の7自治会

事業概況報告、
要
望聴取、
意見交換

豊岡工場

年1回

周辺の3自治会

事業概況報告、
要
望聴取、
意見交換

天竜工場

年1回

周辺の12自治会

事業概況報告、
要
望聴取、
意見交換

・周辺⾃治会との定期的な情報交換会の開催
・⼯場⾒学の受け⼊れ
・地元⼩学⽣の地域学習や中・⾼校⽣の職場体験・職場訪問の
受け⼊れ
・地域との交流を⽬的とした夏まつりの開催
・災害発⽣時の施設開放協⼒の覚書締結
・地域のイベントや祭典への協⼒
・施設・駐⾞場などの貸し出し
・地域安全パトロール活動への協⼒
・地域環境活動への協⼒
（地域クリーン作戦への参加など）
・⾃治体主催の総合防災訓練への参加
・チャリティーバザーや募⾦で、地元団体に⽇⽤品・お菓⼦な
どを寄贈
・
「フードバンクふじのくに」
への災害時⽤備蓄⾷料の提供
・
「フードバンク埼⽟」
への災害時⽤備蓄⾷料の提供
・
「ふーどばんくOSAKA」
への災害時⽤備蓄⾷料の提供
・楽器貸出やコンサートの実施

※2020年度は新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため実施せず

※2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、⼀部の活動は
実施を⾒合わせました

周辺自治会との情報交換会
（本社事業所）

企業ミュージアムの見学会
（本社事業所）
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地元団体に⽇⽤品やお菓⼦を寄贈
（豊岡⼯場）

地域クリーン作戦
（掛川工場）

消費者課題

コミュニティへの参画および
コミユニティの発展

フードバンクふじのくにへ災害時⽤備蓄⾷料提供
（豊岡⼯場）

敬老会でのコンサート
（掛川工場）

ピアノ工場の一般公開
ヤマハピアノの国内製造拠点である掛川⼯場では、楽器や⾳楽の魅⼒に触れていただくことを⽬的に、
グランドピアノの製造⼯程を
⼀般に公開しています。
⼯場⾒学では、
現代のテクノロジーと100年以上続く伝統技能による製造⼯程をご覧いただくだけでなく、
貴
重な楽器の展⽰やお試しいただける楽器も⽤意した併設のショールームの⾒学と併せて、
ものづくりにおける環境保全活動について
も紹介しています。
プロ・アマチュア⾳楽家をはじめ、地元⼩学校の社会科⾒学の受け⼊れ、⼀般のお客さまなど個⼈・団体さまざま
な⽅にご覧いただき、
ヤマハのものづくりについて理解を深めていただいています。2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防
⽌のため、
⼀時、
⼀般⾒学の受⼊を中断しておりましたが、
現在は感染対策を講じた上で、
⼈数制限を設けながら再開しています。

グランドピアノ製造工程見学

ショールームでの展示公開

》
ピアノ工場見学のご案内

企業ミュージアムの一般公開
2018年にオープンしたヤマハグループの製
品・サービスの歴史を展⽰する企業ミュージ
アム
「イノベーションロード」は、当社の創業
時から現在に⾄るまでの製品・サービスやそ
の開発の軌跡、
未来に向けたビジョンを⾳や
映像を使って紹介する体感型ミュージアム
です。
オープン以来、地域の⽅々をはじめ、個
⼈や団体、
お取引関連の皆さまなど⾮常に多
くの皆さまにご来場いただいています。

イノベーションロードの入り口

展示エリア
（ヒストリーウォーク）

※現在、
⾶沫防⽌の観点からスタッフによるガイドツアーを休⽌しておりますが、
2020年度は⾳声ガイド機を導⼊し、
来館者の皆さまへ展⽰内容の理解促進に
努めております。
ミュージアムの詳細情報は下記をご確認ください

》
企業ミュージアムのご案内
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「ヤマハレディースオープン葛城」
開催を通じた地域貢献
ヤマハ
（株）
とヤマハ発動機
（株）
は、
毎年、
葛城ゴルフ倶楽部
（静岡県袋井市）
にて、
⼥⼦プロゴルフトーナメント
「ヤマハレディースオープン葛城」
を共同開
催しています。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、
ギャラリー、
選⼿の安全確保の観点から無観客での開催となりました。
開催にあたっては、
感染症対策などの⾯においてボランティアスタッフの皆さま、
近隣地域の⽅々、
地元⾃治体にはいつも以上にご理解・ご協⼒いただきました。
こうした地域の⽅々への感謝と協⼒関係の維持・発展への願いをこめて、
2008年の第1回⼤会から、
⼤会を後援してくださる地元⾃治体
（静岡県および5
市町）
へ寄付⾦の贈呈を⾏っています。
これらの寄付は、
スポーツ施設の整備や、
ボランティア活動専⽤⾞の購⼊、
⽂化・教育分野など、
地域活性、
社会福
祉などの活動に役⽴てられています。

ボランティアスタッフ

携帯⽤消毒ボトルと啓発⽤ポップ

ソーシャルディスタンスを⼗分に保ったボラン
ティアテント

音楽文化の振興
音楽家志望者などへの支援
ヤマハグループは、世界各国で開催されるピアノコンクールをはじめ、国内外における各⾳楽コンクールやクリニックなどにおいて、⾼い芸術性を追求す
る⼈々を楽器のサポートのみならず運営⾯などさまざまな側⾯から⽀援し、
⾳楽⽂化の普及と発展に貢献しています。
若⼿⾳楽家や⾳楽家を志し学ぶ⽅々に対しては、
国内外の各地域で奨学⾦制度を設けているほか、
⾳楽教育機関と連携し、
教育カリキュラムや指導者向
けセミナーを提供するなどの⽀援を続けています。
「⾳楽の都 浜松」
実現の⼀環として1995年から浜松市などと共催でスタートした
「浜松国際管楽器アカデミー&フェスティヴァル」
は、
管楽器に特化した
世界最⼤規模の⾳楽祭です。
世界的に活躍する管楽器アーティストを迎え、
演奏家を⽬指す若⼿⾳楽家育成のための
「アカデミー」
と、
地域の⼀般市⺠の
⽅々が気軽に管楽器の響きを楽しんでいただく
「フェスティヴァル
（コンサート）
」
を開催することで、
地元浜松での⾳楽⽂化の交流と世界で活躍する⾳楽
家輩出を主な⽬的にしています。

浜松国際管楽器アカデミー&フェスティヴァル

ヤマハ管楽器新人演奏会

星海⾳楽学院
（中国）
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学校音楽教育への支援
ヤマハグループでは国内外の各地域で、学校における⾳楽教育の⽀援活動を⾏ってい
ます。楽器のサポートや⾳楽教師への指導⽅法の講習、⾳楽に関する情報提供などを
通じて、
授業内容の充実に貢献するなど地域に根差した活動を展開しています。

楽器を演奏する喜びを提供する
「スクールプロジェクト」
ヤマハは、楽器演奏の楽しさをより多くの⼦どもに体験してもらうため、2015年より新
興国を中⼼に公教育の中で器楽教育をサポートする
「スクールプロジェクト」
を展開し
ています。
器楽教育は、
その教育的効果から世界中の学校で広く採⽤されていますが、
中には、
設
備・指導者不⾜、
指導カリキュラムなどの問題から⾳楽の授業に導⼊されていなかった
り、
質が⼗分ではなかったり、
国によって状況はさまざまです。
ヤマハでは、
こうした世界
中の⼦どもたちが公教育の中で質の⾼い器楽演奏体験の機会に等しく恵まれることを
⽬指しています。
2020年度までに、
6カ国
（マレーシア、
インドネシア、
ベトナム、
インド、
ブラジル、
UAE）
約
4,100校で累計71万⼈の⼦どもたちに器楽演奏の機会を提供しています。
また、
エジプトで今後展開を進める
「初等教育への⽇本型器楽教育導⼊事業」
が、⽂部
科学省が進めている
「⽇本型教育の海外展開（EDU-Portニッポン）」
の2020年度パイ
ロット事業の応援プロジェクトの⼀つに選ばれました。
「EDU-Portニッポン」のパイ
ロット事業への採択は、
2016年度、
2018年度のベトナムでの事例に続いて、
今回が3度
⽬となります。
同事業では、
リコーダーを使⽤した授業の教育的効果を学術的な視点で
調査・研究するため、東京学芸⼤こども未来研究所とともに
「⾮認知能⼒※の計測⼿法
の検討」
も実施する計画です。
こうした活動を通じて、
エジプト国が抱える教育分野の課
題に向き合うとともに、
同国の⾳楽⽂化・教育への貢献の可能性を探っていきます。

ベトナムでのリコーダーレッスン

エジプトでの教員向け研修
（写真提供：Egypt-Japan School）

※⾮認知能⼒：
「⽬標の達成」
「他者との協⼒」
「情動の抑制」
など、思考、感情や⾏動パターンについての
能⼒。
「読み書き」
「計算」
などに代表される認知能⼒を促進することがあり、
⼤⼈になってからの⼈⽣に
も影響を及ぼすと⾔われている

》
世界の公⽴学校での
「Musuc Time」
プログラム
》
器楽教育の導入でベトナムの学校授業の充実に貢献
》
世界中の子どもたちに、
楽器演奏の楽しみを届けたい

EDU-Portニッポン証明書
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中東・アフリカ地域における音楽教育プログラム
⻄洋⾳楽教育が浸透していない中東・アフリカ地域を営業管轄とする現地法⼈ヤマハ・ミュージック・ガルフ
（以下、YMGF）
では、現
地事情に合わせた学校教育における⾳楽普及活動を展開しています。
中東・アフリカ地域では、⽂化の違いや指導者不⾜などから、⾳楽の授業を学校のカリキュラムに取り⼊れる国が⾮常に限られてい
ます。YMGFでは、器楽教育を通じて⼦どもたちの情操教育や成⻑を⽀援するため、2012年に学校⾳楽教育普及プロジェクトを始
動。
各国の教育関係者に⽇本の⼩学校の授業を視察してもらうなど、
⾳楽教育の重要性を訴求しつつ、
現地代理店と協⼒して活動の
展開を進めています。
2016年に南アフリカで1校⽬をスタートして以来、
2020年度までに、
南アフリカ、
ナイジェリア、
クウェート、
UAE、
ケニア、
モロッコ、
ウ
ガンダの7カ国77校、
延べ約7,500⼈にリコーダーの授業を実施するなど、
活動の拡⼤を図っています。

南アフリカでのリコーダーレッスン

ナイジェリアでのリコーダーレッスン

学校吹奏楽におけるバンドクリニック
ヤマハ楽器⾳響
（中国）
では、
2010年から主要都市を中⼼とした学校の吹奏楽団を対象に、
国内外の講師を派遣して演奏の指導を⾏
うバンドクリニックを実施しています。2020年度は2会場で開催し、約100⼈の⽣徒たちが指導を受けました。
また、例年は⼀般の⾳
楽教師の吹奏楽指導能⼒向上のために吹奏楽指導者講習会を同時開催していますが、
本年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影
響により開催できなかったため、
バンドクリニックを公開とし約150名の指導者が参加するなど、
指導者の育成にも貢献しています。

バンドクリニックの様子

学校でのバンドメンテナンスセミナー
韓国では、
学校の放課後課外活動としてバンド
（吹奏楽）
やオーケストラなどの演奏活動が盛んです。
しかし、
とりわけ地⽅の学校では
楽器のメンテナンスについて学ぶ機会が少ないため、
せっかく良い楽器を保有しても楽器が傷み、
上⼿く⾳が出ないケースがあります。
ヤマハ・ミュージック・コリアでは、
こうした学校での演奏環境づくりを⽀援するため、
2013年よりオーケストラのある学校へ訪問し、
楽
器のメンテナンスセミナーや無償修理を⾏う活動をしています。
これまでに 300校以上の学校を訪問し、
⼦どもたちにメンテナンスを
しっかりと⾏い楽器を⼤切にすることの重要性を伝えることで、
学校での⾳楽活動⽀援と韓国の⾳楽⽂化発展に寄与しています。

メンテナンスセミナー

楽器メンテナンス

101
Yamaha Sustainability Report 2021

サステナビリティマネジメント

組織統治

人権・労働慣行

環境

公正な事業慣行

消費者課題

コミュニティへの参画および
コミユニティの発展

農民工学校への楽器寄贈
ヤマハ楽器⾳響（中国）
では、
中国における事業の発展と地域への感謝をこめて、2012
年度から中国の製造現地法⼈4社や主要特約店とともに中国各地の農⺠⼯学校などに
楽器を寄贈しています。
多くの⼦どもたちに楽器に触れる機会を提供し、⾳楽や楽器の素晴らしさを伝え、豊か
な感性を育んでもらうことを⽬的に継続しています。
これまでの累計寄贈校は60校に達
し、
合計寄贈相当額は520万元となりました。

主な楽器寄贈実績
日程

対象校数

2012年度

2校

ピアノ、
ポータブルキーボード、
AV製品の寄贈

寄贈内容

2013年度

27校

ピアノ、
電子ピアノ、
ポータブルキーボード、
AV製品の寄贈

楽器贈呈式

2014年度

7校

ピアノ、
ポータブルキーボード、
AV製品の寄贈

2015年度

7校

ピアノ、
ポータブルキーボード、
AV製品、
PA機器の寄贈

2016年度

5校

電子キーボードの寄贈

2017年度

2校

電子キーボードの寄贈

2018年度

5校

電子キーボードの寄贈

2019年度

5校

電子キーボードの寄贈

2020年度

-

新型コロナウイルス感染症のため延期

寄贈したポータブルキーボード

音楽指導者支援サイト
ヤマハ
（株）
は、
学校の⾳楽教師をはじめピアノやエレクトーン指導者など、
⾳楽指導者をサポートするしくみを整備しています。
⾳楽
の歴史や楽典、
さまざまな楽器について、
⾳楽の授業に役⽴つ情報がたくさん詰まった学校⾳楽教育⽀援サイト
「Music pal」
を開設
しているほか、
「楽器解体全書」
サイトでは、各楽器の成り⽴ちや仕組み、弾き⽅、⾖知識などを掲載し、興味のある楽器についてより
知識を深め、
⾳楽の授業や調べ学習にも役⽴つ内容を掲載しています。
》
音楽指導者支援
》
学校音楽教育支援サイト
「Music pal」
》
楽器解体全書

日本吹奏楽指導者クリニック
（株）
ヤマハミュージックジャパンは、全国の吹奏楽団体の指導者を対象とした
講座やコンサートを実施する国内最⼤規模の総合研修会
「⽇本吹奏楽指導者ク
リニック」
に共催し、企画運営に携わっています。
これは、
⽇本における吹奏楽指
導の質の向上や、
吹奏楽⽂化の普及と発展を⽬的とした国内最⼤規模の総合研
修会で、
学校の⾳楽科教諭をはじめとする、
すべての吹奏楽指導者を対象として
1970年にスタートしたものです。国内外から著名な講師やバンドをゲストに招
聘し、
指導法や運営法などに関する講座やコンサートを開催するほか、
新しい楽
譜やソフトなど時代のニーズに合った情報を提供しながら、
これからの吹奏楽活 「第50回日本吹奏楽指導者クリニック」のコンサート
動のあり⽅や⽅向性を提案。
⽇本の吹奏楽⽂化の向上に貢献しています。

イベントやコンテスト開催を通じた音楽普及活動
ヤマハグループでは、国内外の各地域で、
イベントやコンテストの開催を通じた⾳楽普及活動に取り組んでいます。楽器・⾳楽を楽し
む幅広い層の⽅々に⾳楽の楽しみ⽅を提案したり、
ステップアップを⽬指すアマチュアミュージシャンへ発表の場を企画・提供してい
ます。
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ハママツ・ジャズ・ウィークの開催
ヤマハ
（株）
は、
浜松市などと共催で、
毎年
「ハママツ・ジャズ・ウィーク」
を開催しています。
浜松市が推進する⾳楽を中核にした都市づ
くり
「⾳楽のまちづくり」
事業の⼀つとして1992年にスタートして以来、
世代を問わず楽しめる
「ジャズ」
をテーマに官⺠⼀体となって
企画運営するユニークな地域⽂化イベントとして、
ジャズファンだけでなく多くの⽅々に親しまれています。国内外の超⼀流アーティ
ストや全国の優秀な学⽣ビッグバンドが登場してのホールコンサート、
街⾓で気軽にジャズを楽しるストリートライブや地域のジャズ
クラブと連携してのイベントなどに加えて、
近年は、
他⾃治体や⽂化事業団体との交流、
観光産業各所と連携して県内外へジャズの魅
⼒を発信するほか、
⼦どもたちの感性と表現⼒を育むことを⽬的とした次世代育成企画なども展開しています。
⼩学⽣から⼤学⽣の
ビッグバンドを対象としたワークショップの開催、浜松市内の⼩・中学校にプロ演奏者が出向く
「出前ジャズコンサート」
など、⾳楽
ファンの拡⼤と⾳楽⽂化の普及に貢献する新たな試みにも取り組んでいます。

「ヤマハ ジャズ フェスティバル」

街中でにぎわう
「ストリート ジャズ フェスティバル」

管楽器演奏コンテスト
ヤマハ楽器⾳響
（中国）
では、
管楽器演奏を発表する機会の提供として、
毎年管楽器演奏コンテストを各地で開催しています。
2020年
度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響もあり、
オンラインでのクラウド合奏コンテストに切り替えて実施し、
68名が参加、
94,241
票の投票がありました。

クラウド合奏コンテストの様⼦

楽器に触れる機会と場の提供
ピアノをもっと身近に －誰でも自由に弾けるLovePianoを展開中－
（株）
ヤマハミュージックジャパンでは、
2017年から、
もっとピアノを⾝近に感じて、
楽しんでいただくための
「気軽な演奏の場」
を提供
する活動「LovePiano」
を進めています。
これは
「LovePiano」
をテーマに、
ペイントされたピアノを誰でも⾃由に弾けるピアノとして
オープンスペースに設置するほか、
ピアノに関するさまざまな情報をウェブで発信するなど、
ピアノの魅⼒を伝える活動です。
これま
で、
JR新宿駅、
品川駅のほか、
東京湾アクアライン・海ほたるパーキングエリアや⼤阪国際空港
（伊丹空港）
などのパブリックスペース
全国50カ所以上に設置し、
多くの⽅に演奏していただきました。
2020年11⽉21⽇から29⽇には、
JR秋葉原駅とJR池袋駅に設置し、
⾳楽によって⼈と⼈とがつながる空間を創出しました。
今後も、
この
「LovePiano」
を通してピアノを始める⽅や再開される⽅が増えることを願って活動を続けていきます。

JR秋葉原駅での設置

JR池袋駅での設置

横浜市役所での設置
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地域コミュニティー発展への寄与
音楽を通じた地域貢献
ヤマハグループは各地域での⾳楽イベントの企画・開催などを通じて、地域への貢献やコミュニティーの活性化に寄与したいと考え
ています。

音楽の街づくり事業
（株）
ヤマハミュージックジャパンでは
「⾳楽の街づくり“おとまち”」
プロジェクトを展開しています。
おとまちは、
⾳楽が持つ
「⼈と⼈を
つなげる⼒」
を使って、
地域の活性化や企業と社会の共有価値の創造をお⼿伝いする事業です。
⾃治体や企業、
地域コミュニティーな
どが抱えている課題を解決するため、⾳楽をツールにした市⺠参加型のプロジェクトやイベント、街づくりのためのプログラムを提
案・⽀援します。
ヤマハが⽬指すのは、
持続可能な社会基盤となるコミュニティーを⾃⽴させることです。
おとまちでは街づくりの初期
段階を重点的に⽀援し、
地域の⽅々が⾃由に参加して継続的に活動できる場や時のスキームの構築を通じて、
新しいかたちの社会貢
献型事業を推進しています。
2016年度より柏市社会福祉協議会とともに取り組む、
地域コミュニティリーダーの創出を⽬標にしたドラムサークルによるファシリ
テーターの育成活動においては、
修了⽣による団体
「DCBK
（ドラムサークルビートオブかしわ）
」
の活動が地域のさまざまな場所に広
がりつつあります。
また、
2013年よりスタートし、
本年で8回⽬の開催となる市⺠参加型の⾳楽祭
「渋⾕ズンチャカ！」
は、
8年間のおと
まちのサポートを経て、
交流⼈⼝によるボランティアと、
地域商店会や住⺠の⽅々、
および渋⾕区との連携が深まり実⾏委員会による
持続的な運営ができるまでに成⻑したため、
2021年からは協賛企業として携わっていきます。

かしわファシリテーター育成講座

渋谷ズンチャカ！

》
音楽の街づくり事業

ヤマハ吹奏楽団による地域貢献
1961年に創部したヤマハ吹奏楽団は、
ヤマハグループの従業員によって構成されたア
マチュアバンドです。定期演奏会やポップスコンサート、
ヤマハ野球部の野球応援、国内
外の各種公演・コンクールへの出場といった定期活動のほか、浜松駅前の
「プロムナー
ドコンサート」
に出演するなど、
地域に根差した活動にも積極的に取り組み、
浜松市が推
進する
「⾳楽の都づくり」
に協⼒しています。
》
ヤマハ吹奏楽団ウェブサイト
プロムナードコンサート

音楽普及活動による青少年育成支援
ヤマハグループでは、
⾳楽、
楽器を通じた地域貢献や⾳楽普及活動により、
⻘少年の健全育成や⾳楽教育⽂化の発展に寄与しています。

｢AMIGO Project｣による支援活動
中南⽶の多くの国で、犯罪や貧困、格差が深刻な社会問題となっています。
こうした環境に育つ⼦どもたちが犯罪・⾮⾏・暴⼒に⾛る
ことなく健全な精神を育めるよう、
国の政策として無償の⾳楽教育活動が進められ、
各地で⻘少年育成のためのオーケストラやバン
ドが結成されています。
ヤマハはこの活動に賛同し、
多くの⼦どもたちが参加するこの活動を⻑年にわたり⽀援してきました。
2014年からは
「AMIGO Project」
をスタートさせ、
⽀援活動をさらに強化しています。
同プロジェクトでは、
⼦どもたちが⾃分の⼒で
楽器をメンテナンスできるようにメンテナンスワークショップを開催してメンテナンス知識を普及するほか、
技術者セミナーを通じて
楽器の修理に対応できる技術者の育成を推進するなど、
より良い環境で⼦どもたちが演奏を続けられるようにサポートしています。
2020年度は、
新型コロナウィルス感染症拡⼤の影響により対⾯型のセミナー実施が難しくなったため、
オンライン⽅式に切り替え活
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動を継続しました。現在はメキシコ、
エルサルバドル、
コスタリカ、
パナマ、
ドミニカ共和国、
コロンビア、
ペルー、
ブラジルの8カ国でプ
ロジェクトを展開しています。
》
音楽の力で青少年の育成を支援

青少年育成オーケストラ・バンド団体
（メキシコ）

技術者セミナー

｢ソプロノーボ｣によるリコーダー音楽普及セミナー
ヤマハ・ムジカル・ド・ブラジル
（YMDB）
は、
2005年にSopro Novo
（ソプロノーボ：新しい息吹）
という活動を開始し、
全国で⾳楽指導
者を対象としたリコーダーを使った⾳楽普及セミナーを展開しています。
このセミナーは、
楽器・教本・指導メソッドをトータルで提供する⾳楽指導者のための指導法レッスンです。
読譜に始まり、
最終的には
アンサンブル演奏を楽しむまでの楽器演奏技術を習得でき、
レッスン修了後には初⼼者に対する⾳楽指導を始めることができます。
ブラジルでは、義務教育課程で⾳楽教育体制が整っていないため、
⾳楽指導者を育成することは多くの⼦どもたちに
「初めての⾳楽
学習」
を提供する重要な役割を担うことになります。
これまで13年間で全国189都市、1,600回以上のセミナーを開催し、4,700⼈も
の指導者を養成。
これらの指導者に教わる⼦どもたちは55万⼈以上にのぼります。
2017年には、
⾮営利団体Fundação Sopro Novo Yamahaを設⽴し、
政府に直接⾳楽教育の導⼊を訴求するとともに、
公⽴学校で
の指導者研修、
⾳楽教育指導に向けての活動を始めました。
また2018年に、
サンパウロ州から Sopro Novoのこれまでの活動が認
められ、
税制優遇措置として活動費⽤のサポートを受けています。
2019年には、
10グループ103名の参加者にリコーダーセミナーを
実施、
54の公⽴学校でSopro Novoのメソッドを活⽤したリコーダークラスが開講しました。
2020年は、
コロナ禍でこれまで対⾯で⾏ってきたリコーダーセミナーの実施が困難な中、
オンラインによるリコーダーレッスンのコン
テンツを準備、10⽉より開始しました。2021年3⽉までに公⽴学校の教師を中⼼に100名以上の参加者がレッスンを受講しました。
今後、
コロナの感染が収束し、公⽴学校の活動再開に合わせて、Sopro Novoのメソッドが学校教育の中で広く展開される環境を
作っていきます。

2020年10⽉より開講したリコーダーのオンラインレッスン

次世代育成への支援
⾒学・実習、
学習施設への協⼒
ヤマハグループは地域貢献活動の⼀環として、
事業拠点を置く世界各地域の教育機関などからの要請を受けて、
職場体験学習やイン
ターンシップ、
⼯場⾒学の受け⼊れや学習施設の展⽰協⼒に応じています。
中学⽣の職場体験学習や⾼校⽣のインターンシップなどの受け⼊れを通じて、次世代を担う若者たちに就労体験機会を提供するこ
とで、
若者たちが将来働く意欲と⽬標を持つことに寄与しています。
また、
ヤマハは、
「科学する⼼」
を育む場である浜松科学館（静岡県浜松市）
の展⽰に開館時から協⼒しています。
同館は、
「⾳・光・⼒・
宇宙」
の4分野において、
アクティブラーニングの観点を重視した⼦どもも⼤⼈もともに科学を楽しみながら学習できる体験型ミュー
ジアムで、
地域を代表する企業各社が常設展⽰に協⼒しています。
ヤマハでは以下の協⼒を⾏っています。
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「音」
ゾーンでの協力内容
名称

内容

響きの変わる部屋

電気⾳響信号処理技術を活⽤した展⽰物を寄贈。
室内の響きや空間の拡がりなどをコントロールする
⾳場⽀援システム
（AFC：Active Field Control）
が組み込まれたブース内で、
「⼭びこ」
「洞窟」
「教会」
の異なる場所を選択すると、
前⾯のプロジェクターにシーンに合わせたイメージ映像が映し出され、
⼿
を叩いたり、
声を出したり、
楽器を鳴らしたりして、
⾳の響きや聞こえ⽅の変化を体験できる。

子どもたちへの教育支援
ヤマハグループでは、
⼦どもたちの育成を⽀援するさまざまな活動を⾏っています。
毎年、
地元⾃治体や教育機関などからの要請に応
えて、
出前授業の開催や
「ものづくり」
をテーマとした⼦ども向けプログラムを提供しているほか、
ヤマハ野球部による少年野球教室な
どを開催しています。

ものづくり教室や出前授業の開催
ヤマハ
（株）
では、年間を通じて、地域の教育機関と連携して、⼦ども向けのものづくり教室を各種開催しています。
ダンボールやつま
ようじなどの⾝近な素材を使って⼀本弦のギターをつくる
「⼿づくりギター教室」
、
ピアノの製造⼯程で出た端材から、
「親指ピアノ」
と
呼ばれるアフリカの⺠族楽器をつくる
「親指ピアノづくり教室」
、
楽器に愛着を持ってもらえるよう常に持ち歩けるキーホルダーサイズ
に仕上げる
「ミニ鳴⼦教室」
などを実施し、
⼦どもたちに楽器を通じたものづくり体験の場を提供しています。
また、
地元⾃治体や教育機関からの要請に応じて、
ユニバーサルデザイン
（UD）
をテーマにした⼩学校への出前授業も⾏っています。

手づくりギター教室

親指ピアノづくり教室

ミニ鳴子教室

ヤマハ発動機
（株）
と共同で開催したものづくり教室

SoundUDをテーマとしたUD出前授業

ピアノの端材を子どもたちの積み木へ有効利用
（株）
ヤマハミュージックマニュファクチュアリングでは、
地域の幼稚園や保育園、
⼩学校、
公共施設などに、
ピアノの製造⼯程で出た⽊
材の端材を積み⽊として提供しています。
1998年頃から続くこの取り組みは、
地域貢献と同時に廃棄物の有効利⽤に役⽴っています。
2020年9⽉には地元の幼稚園に端材を提供しました。

端材を使って工作

端材の積み木で遊ぶ子どもたち
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ヤマハ野球部による少年野球教室
ヤマハ野球部は、
スポーツを通じた地域貢献・⻘少年育成⽀援として、
静岡県⻄・中部地域の少年野球チームを対象に野球教室を開
催しています。
投球時の体重移動の技術、
ステップの位置、
内野・外野守備の基本姿勢、
連携プレー、
打撃時のボールの捉え⽅など、
基
本技術をヤマハ野球部員がお⼿本を⽰しながら指導するもので、
健康で元気な⼦どもたちを育てるとともに、
⼦どもたちの夢や成⻑
を応援する⽬的で実施しています。2016年度からは、浜松市が取り組む
「トップアスリート連携事業※」
にも協⼒し、
中学⽣に対して
バッテリー技術向上を⽬的とした座学を含む指導や未就学児へボール遊びを通じたティーボール教室を実施しています。
また、
ヤマハ野球部OB会を中⼼とした
「ジュニア野球を指導する会」
による
「野球検診」
も同時に実施し、故障を訴える⼦どもたちを
対象にスポーツ専⾨医が検診を⾏うこと
で、⼦どもたちの怪我や故障防⽌の⼀助
となるよう取り組んでいます。
※2016年度から浜松市が取り組む事業で、地元
のトップアスリートを各競技団体や学校に派遣
してスポーツ教室を開催するもの。
トップアス
リートの技術や経験を指導することで、次世代
のアスリートの発掘、
スポーツ実施者などの増
加につなげることが⽬的
ティーボール教室

野球検診

ICTによる教育ソリューション
学校教育現場でのICT活⽤が盛んになりつつある中で、
ヤマハでは新しい学びの提案をしています。

ICTを用いた音楽教育ソリューション
「Smart Education System」
ヤマハ（株）は2014年より、学校の教育現場にICTを活⽤した⾳楽教育ソリューションを提案する
「Smart Education System
（SES）
」
を展開しています。
⻑年培ってきた⾳楽に関する技術や⾳楽教育に関するノウハウを⽣かし、
全国の⼩中学校の協⼒のもとに
実証授業を重ねてデジタル⾳楽教材を開発。
2017年2⽉発売の
「ボーカロイド教育版」
「
、ギター授業」
「
、箏授業」
を⽪切りに、
「アルト
リコーダー授業」
や
「合唱練習」
「
、ソプラノリコーダー授業」
「うた授業」
などを発売し、
⾼い評価を得ています。
これらは主に⼩中学校を対象とした教材で、教材本体だけでなく学習指導要領を踏まえた授業の進め⽅や教える際の留意事項、
ま
た演奏に必要な基礎知識を学べる動画をパッケージにまとめ、
現場の先⽣⽅が使いやすいような⼯夫をしています。
これに沿って授
業を進めることで、
⼦どもたちの創造性や論理性を育むのと同時に、
先⽣はより容易に効果的な指導が⾏えます。
2020年3⽉には、
新
型コロナウイルス感染症の影響で⻑期休校となった⼩中学校の⾃宅学習を⽀援するため、⼀部の教材をWEB上で無料公開しまし
た。
その結果、
⽂部科学省、
経済産業省や250 の⾃治体、
学校で紹介され、
約50万のアクセスがあるなど⼤きな反響がありました、
こ
れを受け、
6⽉には、
デジタル教材を活⽤した
「⾳楽授業のアイディア発信ページ」
を開設。
感染拡⼤防⽌の観点から、
楽器の演奏や歌
唱・合唱など従来の活動に制約がある中でも実現できる、
今知りたい授業のアイディアを掲載しています。
「Smart Education System」
を通じて、
さまざまな社会環境、
情勢の変化に素早く対応できるデジタル⾳楽教材の特性を⽣かし、
ク
ラウドサービスなども含め広く提供を勧めることで新しい時代の⾳楽教育をサポートする予定です。
》
⾳楽授業のアイディア発信ページ
》
Smart Education System

「ソプラノリコーダー授業」
教材画面

ヤマハデジタル⾳楽教材
『うた授業』
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Web会議⽤マイクスピーカーを活⽤した遠隔授業
教育現場でICT化が進むにつれて、
学校間での合同授業や姉妹校との交流授業、
離島や過疎地での専⾨教師不⾜を補うための協働
授業などに、ICTを活⽤した遠隔授業が取り⼊れられるようになりました。⽂部科学省による⾼等学校教育現場の
「遠隔授業による
単位認定」
の流れもあり、
今後さまざまな形で遠隔授業が増えると予想されます。
そこで重要になるのが授業や講義の⾳声品質です。
ノイズや⾳声の途切れなどは授業内容の理解を妨げることになるだけに、
クリアで安定した⾳声は絶対条件と⾔えます。
ヤマハでは、Web会議⽤マイクスピーカーなどの⾳声コミュニケーション機器を活⽤した遠隔授業を、各県教育委員会や教育機関、
他社と連携をしながら推進しています。
ヤマハの⾼性能Web会議⽤マイクスピーカーを利⽤すれば、
設置・設定も簡単に、
⼿軽に1〜2
名の⼩規模から40名規模までの遠隔授業を実現でき、
エコーやノイズのない最適⾳声でストレスのない授業が可能です。

英語の授業でタブレット端末と遠隔システムを⽤
いた英会話を実施
（茨城県古河市⽴第⼀中学校）

ICT活⽤発表会
（福島県新地町⽴駒ケ嶺⼩学校）

遠隔授業のシステムイメージ事例
（宮崎県⽴五ヶ瀬中等教育学校様の遠隔コ
ミュニケーション）
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寄付・福祉活動
従業員のボランティア活動の促進
ヤマハグループでは、従業員の積極的なボランティア活動への参画を推進しています。各種制度の整備とともに、
イントラネットなど
を通じて活動機会の情報を提供するほか、
活動事例についての情報を発信しています。

従業員による自発的な慈善活動
ヤマハ・コーポレーション・オブ・アメリカは、従業員による⾃発的な慈善活動「ヤマハ・ケアーズ」
を2003年に発⾜しました。寄付、募
⾦、
⾃社製品の提供などを通じて、
従業員が暮らし、
働く地域社会への貢献を⽬指しています。
中でも、
⼩児糖尿病の治療を研究する
⼩児病院への寄付活動は毎年、
従業員⾃らが南カリフォルニア・ハーフマラソンに参加して募⾦を呼びかけ、
累計11万ドルを突破。
⼩
児糖尿病の治療を研究する数少ない施設である同病院を⽀援し続けています。

「ヤマハ・ケアーズ」
の主な活動
・小児病院への寄付
・知的発達障害を持つ子どもたちに楽器
演奏体験を提供する放課後スクール
（United Sound社運営）
への寄付・自社
製品寄贈
・アメリカがん協会などを支援する活動
「Making Strides Walk」
への参加
》
United Soundウェブサイト
（英語） ハーフマラソンで集められた募金をCHOC（Children’s Hospital of Orange County）に寄付
》
アメリカがん協会ウェブサイト
（英語）
》
「Making Strides Walk」
（英語）

各種団体に、
募金活動や自社製品を寄付

地域における福祉・被災地支援活動
「フードバンクふじのくに」
への災害時⽤備蓄⾷料の協⼒
「フードバンクふじのくに」
は相互扶助の社会づくりを⽬指す団体で、
企業や個⼈から、
まだ安全であるにもかかわらず処分されてしま
う⾷料の寄贈を受け、
⽣活困窮者など⽀援を必要としている⼈々に適切に配る仕組みを構築・運⽤しています。
ヤマハグループは同団
体の趣旨に賛同し、
静岡県内の各事業所に備えている災害時⽤備蓄⾷料を、
⼊れ替え前に同団体へ寄贈しています。
また同様に、
東京・⼤阪の事業所などでも
「フードバンク埼⽟」
「ふーどばんくOSAKA」
などの団体に災害時⽤備蓄⾷料を寄贈する動
きが広がっています。

被災地支援の取り組み
ヤマハグループでは、
国内および海外の⽣産⼯場など拠点を置く地域で発⽣した災害被災地に対して、
復興⽀援活動を⾏っています。
東⽇本⼤震災の被災地・被災者への⽀援としては、
特約店を通じた教育楽器などの製品提供や各種チャリティーコンサートの実施、
「こどもの⾳楽再⽣基⾦」
を通じた取り組みのほか、
ヤマハ吹奏楽団による東北各地での復興祈念チャリティーコンサートなどを実施
してきました。
現在も同楽団で発売しているCD売上⾦の⼀部を、
⽇本⾚⼗字社を通じて被災地に寄付するなど、
復興⽀援活動を継続
しています。
また、
災害発⽣時に災害救助法の適⽤地域で被災されたお客さまに対して、
被災した当社製品に対する特別対応を実施するなど、
被
災地の復興を⽀援しています。

2020年度の支援内容
・
「令和2年7⽉豪⾬」
の被害を受けられた⽅への⽀援：義捐⾦300万円、
被災した製品の特別対応
》
被災したヤマハ製品の特別修理サービス対応のご案内
109
Yamaha Sustainability Report 2021

