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事務局
（代表：STスポット横浜）

横浜市芸術文化教育プラットフォームとは？
横浜の子どもたちの創造性をはぐくみ、豊かな情操を養う機会を拡大するために、横浜などで活動を続けるアー
トNPOや芸術団体と、地域の文化施設を中心に、学校、アーティスト（芸術家）、企業、地域住民、行政な
どがゆるやかに連携・協働する場が、芸術文化教育プラットフォームです。学校教育とアートをつなぐ「学校プロ
グラム」を通じて、新しいアートの可能性をさぐっています。

アートの力を、
学びの基礎づくりに生かします。
私たちは、芸術文化のもつ創造性を通して、子どもたちが
互いの力を認め合い伸ばしていく過程を大切に考えていま
す。教科等との連動以外に、コミュニケーション能力の育
成など、学びの基礎づくりの中で、力を発揮するのがアー
トです。自由な発想を導き、感性を育てることで、子ども
たちの学習活動がより豊かなものになることを期待します。

コーディネーターと先生が、
実施内容を調整します。
学校プログラムでは、ふだん文化施設や芸術団体で活動し
ているスタッフが、学校での実施内容を調整するコーディ
ネーターとして、授業づくりを支援します。対象となる学年
と教科等のねらいや、ふだんの学校の様子といった先生が
もっている情報と、コーディネーターがもつ文化芸術分野に
関する専門知識をかけ合わせることで、効果的なプログラ
ムが実施できます。
※コーディネーターについては25ページをご覧ください。

アーティストが、
直接学校へ出かけます。
平成16年度にスタートした、子どものための芸術文化・教
育事業です。音楽・演劇・ダンス・美術・伝統芸能など、幅
広い分野で活躍しているアーティストが、直接学校へ出か
けます。「体験型プログラム」と「鑑賞型プログラム」の2

種類があります。

学校プログラムとは？

実施スケジュール

実施校の募集 事務局による
実施校の調整

実施校への
決定通知

実施に向けての
調整

コーディネーターと調
整し、アーティストを
決定。打合せを行い、
内容を組み立てます。

アーティストによる
授業実施

アンケート実施、
報告書の提出

実施応募

調整調整

　  体験型プログラム
　　3日程度のプログラムです。具体的な体験を通して、
アーティストとともにさまざまなジャンルの創造活動に取
り組みます。ワークショップ形式で子どもの潜在的な創
造性を引き出し伸ばしていくことを主眼に、体験する過
程そのものを大切にしながら実施します。対象は一つの
学年、取組は1～ 2クラス単位で行います。

　 鑑賞型プログラム
　　基本的に1日で終了するプログラムです。アーティ
ストによる演奏やパフォーマンスを鑑賞することが基本
です。その後アーティストのお話を聞くことで芸術文化
を身近に感じることができます。音楽や伝統芸能などの
鑑賞を通して、芸術に触れる機会を提供します。対象
は一つの学年です。

学校プログラムには、2つの形（プログラム）、5つのジャンルがあります。

■プログラム

目の前で縦横無尽に奏でられる「生の音」に触れてみます。鑑賞活動を足場に、自分たちが実際にやっ
てみる体験へと活動を広げ、音楽の楽しさを実感していきます。
取組内容…声楽、器楽、クラシック、ジャズ、創作など

自分のからだを使って演じる「表現」と、相手の思いを受け止める「コミュニケーション」を体験する
活動です。学習発表会などと連動して、学校の中に小さな演劇空間を協力してつくりあげていきます。
取組内容…身体表現、パフォーマンス、コミュニケーション・ワークショップなど

気持ちや感情など、言葉や文字にならないものをからだで表現するダンス。自分のいる空間をしっか
り把握して、まずはからだを動かしてみるところからはじめます。五感を研ぎ澄ませて、身体感覚の大
切さを体験します。
取組内容…コンテンポラリーダンス、身体表現、ヒップホップなど

自分で考えて、自分でつくってみる。その面白さと難しさを体験します。のびのびと創作することを通じ
て、イメージや感覚をとらえ、表現する面白さを深めます。自分や友達の多様な表現に触れる機会と
なります。
取組内容…造形、絵画、アニメーション、写真、映像など

古くから伝わる楽器が織りなす音楽や、歴史を体現している伝統芸能特有のしぐさや身体表現、話芸
の鑑賞や体験など、ふだん触れる機会の少ない伝統芸能の世界を感じてみます。知らない世界と出会
う楽しさが広がります。
取組内容…狂言、落語、邦楽、箏など

音楽

演劇

ダンス

美術

伝統芸能

■ジャンル
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オペラ歌手の豊かな歌声とパントマイムのコラボ
レーション。事前に学年ごとにワークショップを行
い、歌の振りなどを体験したうえで、みんなでパ
フォーマンスを鑑賞しました。事前に触れ合って
いることでアーティストを身近に感じ、子どもたち
の自然な興味を引き出すことができました。

目の前で縦横無尽に奏でられる「生の音」に触れてみます。鑑賞活動を足場に、
自分たちが実際にやってみる体験へと活動を広げ、音楽の楽しさを実感していきます。

プログラムを終えて

D A T A

実施校： 港南台ひの特別支援学校（港南区）

コーディネーター： 港南区民文化センターひまわりの郷

アーティスト： 青い卵（宮城摩理（オペラ歌手）、YAMA（クラウン））

教科・科目: 音楽

実施概要： 体験型／声楽、パントマイム／小学部12学級70人対象／
  2018年12月(全3日間)

音楽

CASE 経験を積み重ねてアーティストに親しむ

これまでの開催事例

先生からのコメント

港南区民文化センターひまわりの郷では、地域の方々のニーズに応えながら、年間50本程度のさまざまな事業を展開して
います。子どもからシニアまで幅広い年齢層に対応するコンサートや体験型イベントを行っています。（低料金で質の高いク
ラシックコンサート、乳児も対象の親子で楽しむ音楽コンサート、シニアを対象にした日本の伝統芸能（邦楽、落語）、小・中・
高生のストリートダンスコンテスト他）。これまでに学校プログラムでは、民族音楽や落語、合唱、バンドネオンなどの授業
を実施しています。

港南区民文化センター ひまわりの郷コーディネーター紹介

日目

３日間の流れ

学年ごとに、アーティストによるワークショップを実施し、皿回しなどの体験
をしたり、歌の振りを体験しました。パントマイムや皿回しなど、日常の中で
はなかなか体験できない、おそらく子どもたちにとって初めてだろうことも、
アーティストが近くでやって見せてくれることで、「やってみたい」という積極
的な気持ちが引き出されている様子でした。

小学部全学年で、アーティストによる歌とパントマイムのパフォーマンスを鑑
賞しました。初めてのことに不安を持ちやすい子どもたちでも、事前のワーク
ショップを通して楽しさを身近に感じ、安心できる環境を整えることで、大
人数の中でも鑑賞会を楽しむことができました。

日目

日目

近くで体験

みんなで鑑賞会

アーティストからのコメント

コーディネーターからのコメント

昨年に引き続きの2年目で見えたものがたくさんありました。ワークショップ
は昨年行ったことと新しいことと半 に々しましたが、一度体験したものは落ち
着いて対応できるということがわかりました。新しい体験も必要ですが、複
数回行くことで落ち着いた環境で同じ体験をし、小さな成功体験の種を植
えることができるのではと思いました。

2年目ということで、多くの児童がアーティストを覚えていたので、ワークショッ
プもスムーズに入ることができました。鑑賞会ではワークショップで体験した
歌の振りなどをみんな上手に楽しそうに行っていました。昨年体験したことが
みんなの記憶に残っていたのが印象的で、継続して行うことの重要性を感じ
ました。

Q1：どのようなねらいで、今回のプログラムを実施しましたか？
A： 本校児童は、生の歌や音楽など「本物」に触れる機会が少ないため、オペラ歌手の生の迫力
ある歌声を体験したり、言葉だけでなく、からだの動きや顔の表情で伝えるパントマイムを体験したり、
視覚的、聴覚的に音楽や芸術のすばらしさを感じられる経験ができたらと思い、実施しました。

Q2：アーティストが学校へ出向く、このプログラムの魅力は何ですか？
A： コーディネーターが何度も学校に足を運んでくださり、学校の様子や要望、アーティストの要望
などを、双方に伝えてくれたことがとても助かりました。また今回は、2年連続して同じコーディネー
ター、アーティストに来ていただけたので、前回のことをベースにさらに楽しめるものにしてくださった
ことで、経験を積み重ねることができ、とても良かったです。
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音楽 その他の開催事例

音楽を通して人とのコミュニケーションを深めたいとのねらいから、打楽
器アンサンブルの、相手の目線や合図を受け取り演奏する様子を目の
前で鑑賞しました。子どもたちも2組に分かれてボディパーカッションに
挑戦。皆で協力するからこそ成り立つ音楽の楽しさを体感しました。

本物のすごさを体感して、それによって自分から行動する楽しさや自信
を得てほしいと、プロの表現力を間近に感じる機会としてオペラを鑑賞し
ました。表現力豊かなオペラ歌手の姿を目の前で見て、その本物の迫
力から、さまざまなことを感じ、考えている子どもたちの姿が見られました。

海外から来日した同世代の合唱団と、国や言葉を超えて音楽を通した
交流をしました。少人数のグループに分かれて交流しながらチェコ語
の歌を教えてもらい、最後にみんなで合唱。会場全体から美しいハー
モニーが沸き立ち、鳥肌が立つほどの感動的な響きに包まれました。

一人だけだとできないことも、みんなで歌うことで楽しい気持ちになれた。／プロに教えてもらうと上達が早いなと
思った。／弦の振動が伝わってきてすごかった。／自分の気持ちから曲をつくれることがわかった。／音楽を気
持ちと楽器でつくりあげているんだなと思った。からだでも表現していた。

自由な表現の幅を持つ音楽を子どもたちに体験してもらうことで、さまざまな音楽の扉を開くきっかけになった。
／簡単な音楽づくりやからだを使った表現をする場面もあり、新鮮だった。／子どもたちの「こんな風に自分も
歌いたい！」という思いを引き出してくれた。

学校に金管バンドがあり、子どもたちにとって身近な金管楽器。そのプロ
の音色を間近に聴き、さらには一緒に演奏する機会を持つことができま
した。自分も金管バンドに入りたい、もっと練習してあのような演奏がで
きるようになりたいなど、子どもたちの目が一層輝いた体験となりました。

一人ひとりがより生き生きと表現できるようにと、歌うことの魅力を伝
えてもらいました。歌詞を意識するようになり、曲のとらえ方が豊か
になったことで、「知っている曲でも思う存分歌って楽しかった」と表
現する喜びを感じられるようなプログラムになりました。

D A T A

実施校： 美しが丘東小学校(青葉区)　コーディネーター： 青葉区民文化センターフィリアホール
アーティスト： 篠崎陽子(打楽器奏者)、齋藤綾乃(打楽器奏者)　教科・科目: 音楽
実施概要： 鑑賞型／打楽器／ 6学年2学級70人対象／ 2019年9月(全1日間)

D A T A

実施校： 桜台小学校(保土ケ谷区)コーディネーター： NPO法人横浜シティオペラ
アーティスト： 横浜シティオペラ　教科・科目: 音楽
実施概要： 鑑賞型／オペラ／ 3 ～ 5学年6学級215人対象／ 2018年12月(全１日間)

D A T A

実施校： 盲特別支援学校(神奈川区)　コーディネーター： 神奈川区民文化センターかなっくホール
アーティスト： チェコ少年合唱団 ボニ・プエリ(合唱団)　教科・科目: 音楽
実施概要： 鑑賞型／合唱／全学年100人対象／ 2019年12月(全1日間) 

D A T A

実施校： 岸谷小学校(鶴見区)　コーディネーター： 鶴見区民文化センターサルビアホール
アーティスト： 杉本正毅(トランペット奏者)ほか　教科・科目: 音楽
実施概要： 鑑賞型／金管五重奏／ 3 ～ 6学年8学級310人対象／ 2018年12月(全1日間)

D A T A

実施校： 茅ケ崎台小学校(都筑区)　コーディネーター： 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ

アーティスト： 阪口喜江(声楽家)、山田純子(ピアニスト)　教科・科目: 音楽
実施概要： 鑑賞型／合唱／ 4学年4学級125人対象／ 2019年1月(全1日間)

CASE

CASE CASE

CASE CASE

音楽を通したコミュニケーション

本物の歌声の迫力 音楽を通した交流

間近に感じる金管楽器の音色 歌うことの楽しさを知る

目の前で生き生きと表現される音楽に、心動かされる体験をしてほし
いと取り組みました。演奏者の迫力に、子どもたちは息をつめて聴き入
ります。質問コーナーでは活発に発言があるなど、感性のやわらかい
子どもたちにとって、何か大きなものを残した体験となったようでした。

D A T A

実施校： 美しが丘西小学校(青葉区)　コーディネーター： NPO法人子どもに音楽を
アーティスト： 南紫音(ヴァイオリニスト)、山中惇史（ピアニスト）　教科・科目: 音楽
実施概要： 鑑賞型／ヴァイオリン／ 5学年4学級142人対象／ 2018年1月(全1日間)

CASE 目の前で表現される音楽

先生からのコメント

子どもからのコメント

周年事業の一環として「学校の歌」をつくりあげる活動に取り組みました。
班ごとに、初めての作詞作曲に挑戦。懸命に生み出そうとする姿が見ら
れ、できあがった曲の発表の場では、互いの曲を褒め合ったり個性的
な詩に驚いたりと、創造する難しさと楽しさを実感していたようでした。

D A T A

実施校： 港北小学校(港北区)　コーディネーター： 横浜みなとみらいホール
アーティスト： 杉野真理子(作曲家)　教科・科目: 総合的な学習の時間
実施概要： 体験型／作曲／ 6学年4学級129人対象／ 2019年1月～ 2月(全3日間)

CASE 歌を生み出す面白さ
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お芝居はストーリーをなぞるだけではない。観て
いる人に伝わるように演じるとはどういうことか、
自分たちでつくった台本をもとに、試行錯誤を繰
り返して演劇をつくる体験をしました。

自分のからだを使って演じる「表現」と、相手の思いを受け止める「コミュニケーション」を体験する
活動です。学習発表会などと連動して、学校の中に小さな演劇空間を協力してつくりあげていきます。

日目

３日間の流れ

プログラムを終えて

D A T A

実施校： 横浜深谷台小学校（戸塚区）

コーディネーター： 戸塚区民文化センターさくらプラザ

アーティスト： 斎藤淳子（俳優）

教科・科目: 総合的な学習の時間

実施概要： 体験型／創作／ 4学年2学級69人対象／ 2017年12月～ 
 2018年2月(全3日間)

演劇

CASE 演じることを通して伝え方を考える

表現することへのハードルを低くするために、コミュニケーションゲームや、
遊びの要素を交えたワークを通して、発言しやすい、表現しやすい環境をつ
くっていきました。

Q1：どのようなねらいで、今回のプログラムを実施しましたか？
A： 言葉だけではなく、からだを使って表現することを通して、コミュニケーションを深めることを
体験させたいと考えていました。自分の思いや考えを伝える工夫を分かりやすく教えていただき、
私たちの授業でも活用できる内容があり、参考になりました。

Q2：今回の取組を通して、子どもたちにどのようなことが伝わったと思いますか？
A： 人とコミュニケーションを深めるためには、言葉だけではなく、表情や動きなど、いろいろな
表現方法で伝えることが大切だということに気付いたようでした。今までとは違う伝え方が必要に
なってくることに気付き、工夫しようとする姿が見られました。

子どもたちがお互いに協力し合う姿が印象的でした。お芝居を伝わりや
すくつくるためのコツを、デモンストレーションを交えて子どもたちに伝える
と、その後の活動で早速それを生かして台本を手直ししたり、演じたりし
てくれたので、目に見える形で提示していくのが効果的だと感じました。

アーティストの子どもたちに寄り添った指導と、学校の先生方の
協力があり、子どもたち全員と真剣に作品づくりに取り組むことが
できました。積極的な子どもたちが多く、3日間を通して徐 に々
本物の俳優のようになっていく姿が印象的でした。

子どもたち自身でつくった台本をもとに、アーティストの実演も参考にしなが
ら、どういう台詞や演じ方にしたら役割や関係性を伝えられるかを、実際に
演じてみながら考えました。

伝えたいこと、表現したいことを、劇のなかでどのように工夫したら伝えられ
るのか、アーティストに助言をもらいながら気付いていきました。10才を祝
う会での発表に向けて、大勢の人に伝わるようにブラッシュアップしていきま
した。

日目

日目 ゲームでほぐす

演じてみる

伝え方を工夫する

これまでの開催事例

先生からのコメント

アーティストからのコメント

コーディネーターからのコメント

さくらプラザは、2013年8月開館の芸術文化施設です。戸塚駅に直結し、アクセスの良い場所で文化の発信・拠点としてさま
ざまな芸術活動の普及・支援をおこないます。本格的なクラシックコンサート・伝統的な古典芸能など世界で活躍する多彩なアー
ティストを招き、上質な芸術体験を提供するとともに、ワークショップやアウトリーチ活動など地域への普及事業をアーティストと
協力して実施します。そこに暮らす人々が文化芸術に触れる時間と空間を創造し、区民のステイタスの向上に貢献します。過
去には、邦楽や合唱などの学校プログラムを実施しています。

戸塚区民文化センター さくらプラザコーディネーター紹介
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演劇 その他の開催事例

擬音語や擬態語でダンスを作ってみたり、言葉の音や形、意味から
イメージを広げて動きをつくったり、演劇創作に取り組む前に、多様
な表現方法を試してみる体験をしました。アーティストからのアドバイ
スで子どもたちの発想力は豊かに発展し、創作の素地を育みました。

自分たちで考えて稽古したものを人に見せるという演劇そのものの喜
びを体験できた時間となりました。台本づくり、配役、リハーサル、
本番という過程を次 と々アイデアを出し合いながら体験し、子どもた
ちの創造力が引き出されていきました。

国語の授業で扱っていた俳句を題材に、季節ごとの風景や思い出を、
一枚の絵のようにからだで表現してみました。アーティストから発想
のヒントを得て、自分たちで考え動くことで、楽しみながら自己表現
ができ、他教科の学習を異なる切り口で深めることができました。

あるストーリーを土台に、即興で演じてみることを楽しみました。こ
の役だったら、どんなことを言うだろう。みんなの発想力から次から
次へと巻き起こる新しい事態に、一緒になって対応していくことで、
即興の物語ができあがっていく楽しさを味わうことができました。

声を出して、伝えることが楽しかった。／工夫すればもっと考えが広がるということ、コミュニケーションや人への
接し方がわかった。／アーティストの方たちが笑顔で接してくれて、失敗しても怒ったり叱ったりしなかった。／ 

みんなと協力して台本づくりや劇ができて楽しかった。

子どもたちの考えを全て認めてじっくり話を聞きながら劇づくりをすることで、子どもたちは安心して楽しく、また互
いの話を聞いて学んでいた。／自分を表現することが苦手な子どもたちだが、子どもたちそれぞれの発想や個性
を大切にしてもらい、劇というきっかけで好きなように表すことができていた。

自分を表現することの楽しさや、友達の表現の面白さを見つけられたらと、
「まち探検」の様子を演劇にしてみる活動に取り組みました。楽しむことに
長けた子どもたち、回を追うごとに豊かな発想が飛び出します。演劇を通
して、自信をもって表現できる心とからだの準備体操ができたようでした。

ふだんの授業とは異なる体験のなかで、心を動かし、さまざまな表
現に触れるきっかけにと、パントマイムの鑑賞を行いました。想像力
をかき立てるアーティストの動きに、子どもたちの目はくぎ付けになり、
イメージを膨らませて積極的に発言する様子が見られました。

自己表現の一助になるようにと、シアターゲームなどを通したさまざ
まな表現方法を学ぶプログラムを行いました。楽しむことと、相手を
否定しないことを約束に、間違いのないそれぞれの正解を認め合っ
ていくなかで、演劇や表現することの楽しさを学んだようでした。

D A T A

実施校： 瀬ヶ崎小学校(金沢区)　コーディネーター： 急な坂スタジオ
アーティスト： 山下恵実(演出家・振付家)　教科・科目: 総合的な学習の時間
実施概要： 体験型／創作／ 6学年2学級70人対象／ 2019年11月(全3日間)

D A T A

実施校： 豊田小学校(栄区)　コーディネーター： 横浜赤レンガ倉庫1号館
アーティスト： 中村一規(演出家)　教科・科目: 国語、道徳、総合的な学習の時間
実施概要： 体験型／創作／ 6学年3学級93人対象／ 2018年12月(全3日間)

D A T A

実施校： 高田小学校(港北区)　コーディネーター： 横浜市大倉山記念館
アーティスト： 熊手竜久馬(演出家)　教科・科目: 総合的な学習の時間
実施概要： 体験型／身体表現／ 6学年2学級60人対象／ 2018年9月～ 12月(全3日間)

D A T A

実施校： 南希望が丘中学校(旭区)　コーディネーター： 認定NPO法人STスポット横浜
アーティスト： 花崎攝(シアター・プラクティショナー )　教科・科目: 自立活動
実施概要： 体験型／創作／個別支援学級12人対象／ 2018年10月～ 12月(全4日間)

D A T A

実施校： 阿久和小学校(瀬谷区)　コーディネーター： アートの時間
アーティスト： とみやまあゆみ(俳優)　教科・科目: 総合的な学習の時間
実施概要： 体験型／創作／ 3・4学年2学級33人対象／ 2019年9月～ 11月(全3日間)

D A T A

実施校： 北綱島特別支援学校(港北区)　コーディネーター： Media Global
アーティスト： 栗原一(パントマイムパフォーマー )　教科・科目: 自立活動
実施概要： 鑑賞型／パントマイム／全学年70人対象／ 2019年9月(全1日間)

D A T A

実施校： 中尾小学校(旭区)　コーディネーター： 旭区民文化センターサンハート 
アーティスト： 伊藤はるか(俳優)　教科・科目: 総合的な学習の時間
実施概要： 体験型／身体表現／ 4学年2学級45人対象／ 2018年9月(全3日間)

CASE CASE

CASE CASE

CASE CASE

CASE

多様な表現方法に触れる 自分たちでつくりあげる力

からだで空間にスケッチする 発想力と対応していく力

自分を信じ、友達の表現を楽しむ 想像力をかき立てるパフォーマンス

それぞれの正解を認め合う

先生からのコメント

子どもからのコメント
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ダンスと聞くと難しいと感じてしまうけれど、自分の
からだで遊んでいると、いつの間にかそれは動きの
発明になっています。自分でつくった動きと、アー
ティストによる振り付けを組み合わせた、オリジナ
ルのパフォーマンス作品づくりに挑戦しました。

気持ちや感情など、言葉や文字にならないものをからだで表現するダンス。自分のいる空間をしっかり把握
して、まずはからだを動かしてみるところからはじめます。五感を研ぎ澄ませて、身体感覚の大切さを体験します。

プログラムを終えて

D A T A

実施校： 高田東小学校（港北区）

コーディネーター： NPO法人芸術家と子どもたち

アーティスト： 加藤紗希（振付師・ダンサー・俳優）

教科・科目: 総合的な学習の時間

実施概要： 体験型／身体表現／ 4学年2学級55人対象／ 2019年9月 
 (全3日間)

ダンス

CASE 新しい表現に挑戦

Q1：どのようなねらいで、今回のプログラムを実施しましたか？
A： 高学年の入口にいる4年生にとって、今回のワークショップが、自信をもって積極的に行動す
るきっかけになること、また、小さくても「できた！」という実感につながる体験となることを目指し
て実施しました。グループワークを通して、友達同士で認め合いながら、より良いものを目指して
いこうという姿が見られたことも、良かったと思います。

Q2：アーティストが学校へ出向く、このプログラムの魅力は何ですか？
A： コーディネーターやアーティストの方が毎回子どもたちの様子から次回の活動を提案してくだ
さり、子どもたちに合った取組を行うことができたことです。子どもたちのアイデアを引き出す声か
け、子どもたち同士の関わりを生むプログラムも魅力的でした。

これまでの開催事例

先生からのコメント

アーティストからのコメント

コーディネーターからのコメント

2クラスの個性を生かしたパフォーマンスにする、クラス単位で個性を括るのは
少々横暴かもと思いますが、同じことをやってもそれぞれの反応がまったく違いま
した。こちらで考えてつくっていったものに加えて、その場の雰囲気に合わせて
柔軟に対応していくことが合いそうだなと思い3日間でパフォーマンスを創りまし
た。個別級の子も自然と輪の中に入って楽しそうにしていたのが印象的でした。

アーティストとの出会いを通して、子どもたちの表現の引き出しが増え、「とにかく
やってみよう」という前向きな気持ちが、回を重ねるごとに彼らのからだや表情か
ら見てとれるようになっていきました。ごく簡単なルールのあるワークは子どもた
ちに合っていたようで、それらに取り組むなかで、からだ（身体表現）の可能性
や面白さに自然と気付くことができ、友達の表現を受け入れながら自分のアイデ
アを体現することを、一人ひとりが楽しんでいたと思います。

2000年より、子どもたちとアーティストとの出会いを通じて、創造的な学び・遊びの機会をつくりだす活動を実施してきました。
主軸となる「ASIAS（＝Artist's Studio In A School：エイジアス）」という活動では、公立の小・中学校（特別支援学級含む）、
特別支援学校、幼稚園、保育園、児童養護施設等へアーティストを派遣。先生や職員の方と協力しながらワークショップ型の
授業等を実施しています。横浜市芸術文化教育プラットフォーム・学校プログラムでは、平成19年度より授業のコーディネート
を担当しています。これまでに、コンテンポラリーダンスやパフォーマンス創作などの授業を実施しています。

NPO法人芸術家と子どもたちコーディネーター紹介

日目

３日間の流れ
手や足で空中や床に文字を書いて、誰かと書いた文字を当てっこしたり。紙
を使って、手のひらから落とさないように歩いたり、走ったり、誰かと紙を交
換したり。そうしたごく簡単なルールのワークを通して、自分で動きを発明し
て楽しむことに自然と慣れていきます。後半には、みんなで一斉に踊れる振
り付けを、アーティストの真似をしながら覚えました。

前回のワークからより発展させて、好きな食べ物やスポーツの名前を寝転ん
で空中に書いてみたり、2～3人で紙を使って踊ってみたり。前の人のとった
ポーズを受けて新しいポーズを繋げていく「ポーズリレー」にも挑戦してみる
と、次から次へとアイデアがわいてきます。

これまでに取り組んできた空中文字ダンス、紙とのダンス、ポーズリレー、
みんなで一斉に踊る振り付け、それらを組み合わせて、クラスの個性や各自
の即興性が十分に生きるように構成を考え、要素は同じでもまったく異なる
2つのパフォーマンス作品ができました。2年生と保護者の前で発表し、子ど
もたちの達成感は一層高まったようでした。

日目

日目 動きの入り口

アイデアを発展させる

作品に仕上げて発表
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ダンス その他の開催事例

毎年5年生が挑戦しているダンスパフォーマンスづくり。心の底から楽
しんで表現するアーティストと触れ合うことで、子どもたちのクリエイ
ティブな思考とからだから多様な表現が引き出されました。表現するこ
とを楽しむ子が増えたなど、表現する喜びを知れた機会となりました。

楽しい雰囲気のなかで、心とからだをほぐし、遊びの感覚でからだを動
かし表現を楽しみました。学校の先生とは違った立場のアーティストが入
ることで、こんな表現があってもいいんだ！と新しいことに挑戦していく子ど
もたち。さまざまな角度から子どもたちの良さを引き出していきました。

動きをつくる活動を通して、主体的に取り組む姿や友達と話し合って
意思決定をする姿を目指したいと、子どもたちの創作ダンスと講師に
よる振り付けを交えた作品づくりに挑戦しました。自分にもつくれる、
一緒に踊ると楽しいなど、ダンスに対する意識が変わったようでした。

みんなの個性を生かせるようなダンスを作りたいと、自分たちの将来
の夢を歌詞に入れたオリジナル曲を制作、それに合わせたダンスパ
フォーマンスに挑戦しました。自分たちのことを歌にもダンスにも表現
することができた喜びは、発表での自信満々の表情に表れていました。

自分のやりたいようにやることが今まで恥ずかしくてできなかったけれど、自分の考えた動きで踊っていいところは、
自分なりに考えた踊りで踊れるようになった。／終わったあと、友達と息が合っていたと感じて、またやりたいと思っ
た。／自由にポーズをしたり、自由にダンスしたりして、超超楽しかった。

アーティストが踊ることを心の底から楽しんでいる姿を見て、子どもたちも一緒に踊ることを楽しんでいた。／指導
者が楽しむことや、場の雰囲気をどうつくるかなど、私たち教員も勉強になった。／アーティストの肯定的な声か
けで、回を重ねるごとにのびのびと動けるようになったのが印象的だった。

言葉によらない表現を通して自分の殻を破るきっかけにと、ミュージ
カルコーラスラインで踊るラインダンスを体験しました。回数を重ね
るごとに難しい振り付けを自分のものにし、舞台で表現する姿を思
い描きながら元気に踊り切りました。

個別支援学級1年生～ 6年生まで一緒に楽しめる活動を目指して、
アーティストから教えてもらった振り付けをみんなで踊りました。音
楽とともに楽しんで表現することや、言葉以外のもので周りとつなが
ること、その楽しさを知れた時間となりました。

自分のからだを使ってできる表現をたくさん見つけ、これまで気づかな
かったことを発見することをねらいに、「校歌でダンス」や「好きな食べ
物でダンス」など、発想豊かなプログラムを実施しました。子どもたち
からオリジナルのダンスが飛び出し、生き生きとした姿が見られました。

D A T A

実施校： 西寺尾小学校(神奈川区)　コーディネーター： NPO法人Offsite Dance Project
アーティスト： Co.山田うん(ダンスカンパニー／川合ロン)　教科・科目: 体育、総合的な学習の時間
実施概要： 体験型／コンテンポラリーダンス／ 5学年2学級67人対象／ 2019年6月(全3日間)

D A T A

実施校： 竹山小学校(緑区)　コーディネーター： 横浜市民ギャラリーあざみ野
アーティスト： 森下真樹(ダンサー・振付家)　教科・科目: 体育
実施概要： 体験型／コンテンポラリーダンス／ 2学年1学級31人対象／ 2019年9月(全3日間)

D A T A

実施校： 中和田南小学校(泉区)　コーディネーター： 泉区民文化センターテアトルフォンテ
アーティスト： 一彩(太鼓パフォーマー )　教科・科目: 体育
実施概要： 体験型／身体表現／ 3学年2学級60人対象／ 2018年9月～ 10月(全3日間)

D A T A

実施校： 二つ橋高等特別支援学校(瀬谷区)　コーディネーター： 象の鼻テラス
アーティスト： 青木拓磨(ミュージシャン)、名児耶ゆり(俳優・ダンサー )　教科・科目: 自立活動
実施概要： 体験型／コンテンポラリーダンス／ 3学年ミュージッククラス19人対象／ 2018年1月～2月(全３日間)

D A T A

実施校： 杉田小学校(磯子区)　コーディネーター： 磯子区民文化センター杉田劇場
アーティスト： 武藤寛(舞台俳優)　教科・科目: 特別活動
実施概要： 体験型／身体表現／ 4学年4学級124人対象／ 2017年11月～ 12月(全3日間)

D A T A

実施校： 桜岡小学校(港南区)　コーディネーター： 急な坂スタジオ
アーティスト： Rie Tashiro(ダンサー・振付家)　教科・科目: 総合的な学習の時間
実施概要： 体験型／コンテンポラリーダンス／個別支援学級17人対象／ 2019年11月(全3日間)

D A T A

実施校： 永野小学校(港南区)　コーディネーター： 横浜市吉野町市民プラザ 
アーティスト： 遠田誠(ダンサー・振付家)　教科・科目: 体育
実施概要： 体験型／コンテンポラリーダンス／ 3学年3学級84人対象／ 2017年9月(全3日間)

CASE CASE

CASE CASE

CASE CASE

CASE

表現する喜びを知る いつもと違うことに挑戦する

自分たちの動きを見つけよう みんなの個性を生かす

舞台の世界を感じる 踊りでつながる

いつもの景色が違って見える体験

先生からのコメント

子どもからのコメント

Pho
to: b

o
zzo
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氷、風、光を活用した造形遊びを楽しみました。
自分で考えて、自分でつくってみる。お手本もマニュ
アルもないなかで、自分なりの楽しみを遊びなが
ら見つけていく時間となりました。

自分で考えて、自分でつくってみる。その面白さと難しさを体験します。のびのびと創作することを通じて、
イメージや感覚をとらえ、表現する面白さを深めます。自分や友達の多様な表現に触れる機会となります。

日目

３日間の流れ

プログラムを終えて

D A T A

実施校： 市沢小学校（旭区）

コーディネーター： NPO法人横浜こどものひろば

アーティスト： ドゥイ（造形ユニット）

教科・科目: 図画工作、生活

実施概要： 体験型／造形／個別支援学級13人対象／ 2018年9月～ 
 12月(全3日間)

美術

CASE 自分なりの楽しみを見つけよう

画用紙に好きな絵や文字を描き、その上に氷を乗せると見えてくる不思議な
世界。さらに、氷の上にいろいろな形の金属を乗せると形のまま溶け出します。
溶けた溝に絵の具を流してみると、どんどん溶けて流れて色が混じり合います。
子どもたちは、その瞬間瞬間のアートに目を輝かせて取り組みました。

Q1：どのようなねらいで、今回のプログラムを実施しましたか？
A： 学級に感性が豊かな子がいるので、その子たちに影響を受けながら楽しく活動でき、みんな
でやると楽しいという感覚を味あわせたいと考えて実施しました。ふだんルールや手順に慣れて
いる子どもたちが、自由に活動しました。友達の姿を見てまねしたり、あまり感想を言わない子が、
自分の言葉で言うことができました。

Q2：アーティストが学校へ出向く、このプログラムの魅力は何ですか？
A： この先何が起こるか分からないドキドキ。また、アーティストによっても内容が全く異なるの
も魅力です。子どもたちが、はじめはアーティストに緊張するのですが、活動するうちに親しみを
持つようになり、「次はいつ？」と目を輝かせるようになります。嬉しい瞬間です。

全体を通して、見たり触れたりすることで感覚的に楽しみを発見できるよう
なプログラムになったと思います。どのように展開していくかは子どもたち
任せな部分もあったのですが意外な展開も多く、私たちもいろんな発見が
ありました。最終日に1回目や2回目の感想も聞けて、形として残るものは
なくても体験としてちゃんと心に残っているのだなと思えて嬉しかったです。

先生のお一人が、ドゥイのワークショップの経験者であったことから、企画が
まとまりました。氷、風、光のどれもが、子どもたちが夢中になって遊べる内
容で、2時間があっという間でした。1～ 6年生が混じり合う学級ですが、
それぞれが自分の楽しいことや、不思議に感じることを見つけていました。

大型扇風機に透明なビニールを装着した風のトンネルが出現。待ちきれない様
子でトンネルに飛び込んだり、マジックで絵を描いたり、風船やビニール袋を
膨らませ、それに尾ひれを付けて風と遊んだり。最後にトンネルに切り込みを
入れ、そこから工作物を流すと思いきり吹き上がって、大きな歓声がわきました。

木枠にセロテープを張り、そこにセロファンなどさまざまな色や形のものを切
り出して貼り付けていきます。体育館の電気を消してプロジェクターの光でそ
れらを照らすと、大きな美しいさまざまな色合いの光の壁と、みんなのツリー
が映し出されました。光と色が織りなす不思議な空間を体験しました。

日目

日目 溶けてなくなる世界

かぜのみち

まぼろしツリー

これまでの開催事例

先生からのコメント

アーティストからのコメント

コーディネーターからのコメント

あそぶ・まねる・つくる・みるをテーマに、これまでに555回の舞台鑑賞体験と多くのあそび等の機会を開催してきました。子どもが
育つ環境を考える時、地域の繋がりの希薄さや大人の経験値の貧困等々、様 な々課題が山積です。それ故に子どものための
あそびや芸術文化体験と子どもの日常を結ぶことが子ども自身の育ちにとって大切だと考えています。そこでは、子ども自身が参
加して創り出す「瑞 し々い子ども時代」「豊かな子どもの時間」を大人と一緒に生み出し、子どもの文化が豊かになることをめざ
しています。参加者は0才～ 80代まで。様 な々年令層の人たちで創ることが大切で、特に近年は、従来より行なってきた4才
以上を対象としたプログラムの他に、0才～ 3才までの子どもとその親たちの芸術文化体験を通した子育ての協同のひろばを毎
月開催しています。過去には、演劇創作やラテン音楽などの学校プログラムを実施しています。

コーディネーター紹介 NPO法人横浜こどものひろば
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美術 その他の開催事例

自分で考えてつくってみる活動を通して、表現する面白さを深めることを
ねらいに、工場から出た廃材を使って思い思いのアート作品を作りました。
さまざまな形や材質の部品に触れていると「自分が作りたい物が見えて
きた」という子どもたち。自由な発想から面白い形が次 に々生まれました。

美術の副読本や図書室にある画集の中から、好きな絵画作品を探して
じっくり鑑賞し、模写をしました。そっくりに描くことよりも、描く楽しみを
感じながら自分の視点やタッチを生かすことを重視して声をかけると、描
くという行為の中から何かを発見し、集中する姿が見られました。

5ｍ×14ｍの巨大な布に、クラスごとに絵を共同制作することに挑戦し
ました。何をどこに描くかを協力して考えることと、一人ひとりが自分史
上最大の絵に挑戦すること、大人の手を借りながらその両方の冒険を
乗り越えた子どもたちの成長は、のびのびとした作品に表れていました。

外国につながる生徒が多いことから、言葉遊びを造形表現にしたユニーク
な彫刻家の作品を鑑賞し、さまざまな国の言葉が混ざった絵しりとりを通して、
同様の面白さを味わってみました。初めて本物の彫刻作品に触れ、アーティ
ストと直接言葉を交わすなど、本物から得た感動は大きかったようでした。

何を描こうかワクワクしたし、自分の作品が展示されたとき興奮した。／教えてくれている人も絵を大事にしている
と感じた。／あんなに絵の具で遊んだことがなかったから、楽しかった。／今までは失敗したらやり直す、だった
けれど、この授業で、失敗を生かすということを知れた。

器用な子も不器用な子も、みんなその子らしく作品をまとめていくことができるのが驚きだった。／子ども同士が
関わって作り上げていく活動の素晴らしさを感じられた。／学校教育では「技術」を指導することに重きを置いて
しまいがちだが、アーティストの関わりにより教師の意識も変わる授業だった。

耳栓をして、言葉以外のコミュニケーションを通して友達と関わりながら
絵を共同制作する、一風変わった体験をしてみました。自然とお互いに目
と目を合わせてコミュニケーションを図ったり、何を伝えようとしているの
だろうと絵から想像したり、一人で描く時とは異なる表情が見られました。

新調される制服のエンブレムデザイン案の企画から制作までを、プ
ロのデザイナーに学びながら体験しました。エンブレムとは？デザイ
ンするとは？グループでコンセプトを考え、協力して練り上げたデザ
イン案は、校内の文化祭と区民文化センターで展示されました。

ふだんの授業では取り組みにくいダイナミックな造形活動を行おう
と、手のひらで思い通りにできるボリュームを越えた土粘土を用いて
「手を育てる」ことに取り組みました。扱い方のコツを学びながら新
たな素材と向き合う体験に、子どもたちはワクワクとした様子でした。

D A T A

実施校： すみれが丘小学校(都筑区)　コーディネーター： 横浜市民ギャラリーあざみ野
アーティスト： 山田裕介(造形作家)　教科・科目: 図画工作
実施概要： 体験型／金属加工／ 5学年2学級63人対象／ 2019年7月(全3日間)

D A T A

実施校： 篠原中学校(港北区)　コーディネーター： ART LAB OVA
アーティスト： ART LAB OVA (アーティストグループ)　教科・科目: 美術
実施概要： 体験型／造形／個別支援学級11人対象／ 2018年9月(全3日間)

D A T A

実施校： 六浦南小学校(金沢区)　コーディネーター： 横浜市 長浜ホール
アーティスト： 浅葉弾(クリエイティブディレクター・子どもデザイン教室主催)　教科・科目: 図画工作
実施概要： 体験型／絵画／ 4学年3学級84人対象／ 2019年10月(全3日間)

D A T A

実施校： 横浜吉田中学校(中区)　コーディネーター： 横浜美術館
アーティスト： 櫻井かえで(彫刻家)　教科・科目: 美術
実施概要： 鑑賞型／造形／ 3学年3学級119人対象／ 2018年11月(全1日間)

D A T A

実施校： 三保小学校(緑区)　コーディネーター： 緑区民文化センターみどりアートパーク 
アーティスト： 門秀彦(画家)　教科・科目: 図画工作
実施概要： 体験型／絵画／ 3学年4学級156人対象／ 2019年10月(全3日間)

D A T A

実施校： 西本郷中学校(栄区)　コーディネーター： 栄区民文化センターリリス
アーティスト： 満島弘(グラフィックデザイナー )、さかえdeつながるアート　教科・科目: 美術
実施概要： 体験型／デザイン／ 1学年4学級160人対象／ 2019年7月～ 10月(全3日間)

D A T A

実施校： 末吉小学校(鶴見区)　コーディネーター： 横浜市民ギャラリー
アーティスト： 宇田川純子(美術家)　教科・科目: 図画工作
実施概要： 体験型／造形／ 5学年4学級124人対象／ 2018年10月～ 11月(全2日間)

CASE CASE

CASE CASE

CASE CASE

CASE

創造する喜びを味わう 描く楽しみに気付く時間

大きなものへの挑戦 言葉遊びから美術作品に触れる

関わりながら描く プロから学ぶ

素材を通じて手を育てる

先生からのコメント

子どもからのコメント
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普段の生活ではなかなか出会わない落語。独特
な表現方法や魅力、歴史や背景についてのレク
チャーを聞いて、実際に高座に上がってやってみ
る体験をしました。最後には色物と落語の「和の
エンターテイメント」を堪能しました。

古くから伝わる楽器が織りなす音楽や、歴史を体現している伝統芸能特有のしぐさや身体表現、話芸の鑑賞や
体験など、普段触れる機会の少ない伝統芸能の世界を感じてみます。知らない世界と出会う楽しさが広がります。

日目

３日間の流れ

プログラムを終えて

D A T A

実施校： 日野南小学校（港南区）

コーディネーター： 横浜にぎわい座

アーティスト： 春風亭小柳（落語家）、林家花（色物・紙切り）

教科・科目: 国語

実施概要： 体験型／落語／ 5学年2学級69人対象／ 2017年12月(全3日間)

伝統芸能

CASE 自分で考え、やってみる

落語という演芸のなかにどんな仕掛けがあるのか、その面白さを知るレク
チャーと、落語特有の所作を真似してみる体験をしました。（クラスごとに実施）

Q1：どのようなねらいで、今回のプログラムを実施しましたか？
A： 自分の考えや思いを表現する楽しさを体験させたいと思い取り組みました。実際に目の前で
落語を見て、会話表現における抑揚のつけ方や話し方、目線や動きの即興的な表現を目の当た
りにし、その面白さを味わうことができたと思います。

Q2：今回の取組を通して、子どもたちにどのようなことが伝わったと思いますか？
A： 「自分で小噺を考えたり、体験できたりしたのが楽しかった」と感じた児童が多かったようです。
この体験を通して、落語のようにとまではいきませんが、話をするときには、動きや話し方を工夫
することの大切さに気付けたのではないかと思います。

高座に上がっての発表は男子だけでしたが、クラスでの練習の時には先生に指
名されて自分で考えたものを発表してくれた女子もいました。心の中にはあって
も人前でしゃべることに恥ずかしさがあるのだと思いますが、きっと何か一押しが
あれば発表できるのではないかなと感じる、明るさを持った子どもたちでした。

子どもたちはいずれのクラスもとても反応が良く、熱心な参加態
度が見られました。緊張すると早口になる、自分で思っているよ
りももっとゆっくりと話す、といったアドバイスは、今後の生活に
もきっと役に立つと思います。

1・2日目で学んだことを思い出しながら、謎かけや小噺を各クラス数人ずつ
発表しました。自分で考えたオリジナルの小噺を披露する子も。早口になっ
てしまっても、思い通りに話せても、みんな笑って拍手。その後は全校で、
色物（紙切り）と落語の鑑賞をしました。

日目

日目

落語を知る

身近な音で楽しむ

これまでの開催事例

先生からのコメント

アーティストからのコメント

コーディネーターからのコメント

横浜にぎわい座は、落語、漫才、大道芸など、大衆芸能の専門館として生まれました。 かつて寄席や芝居小屋が立ち並び、
連日華やいだ横浜の町。伝統を今に受け継ぎ、芸能を味わっていただく場、そして新しい芸能を生み出す場として、横浜にぎ
わい座は歩んできました。芸能ホール（391席）は、提灯を吊るした舞台廻りや桟敷席、仮設花道など大衆芸能の雰囲気を演
出した空間で、毎月1日～ 15日は落語、漫才、マジック、民謡など様 な々主催公演を開催しています。また、その他に、小ホー
ル・練習室・制作室を備え、各種の練習や創作活動にご利用いただけます。施設の管理・運営は、公益財団法人横浜市芸術文
化振興財団が行っています。

横浜にぎわい座コーディネーター紹介
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伝統芸能 その他の開催事例

なかなか触れる機会のない日本の伝統楽器に親しんでもらおうと、笙
と篳篥で「越天楽」の演奏に挑戦し1年生に向けて発表しました。誰
かに聴いてもらうという目標があったことで、互いに教え合い、司会や
楽器紹介を考えるなど、雅楽について自発的に学ぶ姿が見られました。

年間を通して米づくりと芸能を結び付けて学習していくなかで、豊作を
願ったり、田畑を耕す牛や馬に感謝する芸能である「荒馬踊り」に取り
組みました。稲作についての調べ学習に始まり、踊りだけでなく、お
囃子にも挑戦。学校の文化祭で、保護者や地域の方 へ々披露しました。

授業で狂言を学ぶ前に、狂言の鑑賞と型や謡などの体験を行いまし
た。先入観のないところに狂言師による実際の狂言を体験したことで
「物がなくても伝えられるところがすごいと思った」など、自己表現や
伝え方の一方法としての狂言に、親しむことができました。

ふだんから地元のお祭りや運動会で「希望が丘音頭」を踊るなど、伝
統芸能に親しんでいる子どもたち。実際に小鼓や締太鼓などの和楽器
を体験したことで、どこで邦楽のコンサートを聴けるのか、和楽器を学
べる大学はあるのかなど、興味深く質問していた姿が印象的でした。

和楽器の音を生で聴けたし、実際に楽器に触れて、演奏家になった気分で楽しかった。／昔のことや芸に興味
をもった。／教科書で読むだけではわからない細かいところまで知ることができた。／日本の文化がはじめて楽し
く思えた。

音楽科としての授業で行ったが、社会科や国語科など教科横断的展開も考えていけると感じた。／プロの方の
狂言に対する思いが実演から伝わり、プロに子どもを出会わせる意義を感じた。／音楽に真摯に向き合うプロの
姿に触れ、その人の生き方を間近に感じる「プロに学ぶ」ことがいかに大切であるかを再認識した。

伝統楽器に親しむ導入にと、いろいろな種類の太鼓を、力いっぱい
演奏してみる体験をしました。子どもたちは、グループごとに掛け合
いと音の強弱で変化を付けた即興演奏も体験。和太鼓の音の力強さ
と演奏の魅力をたっぷりと堪能できた時間となりました。

昔の人の考え方や感じ方、狂言の独特な表現方法に触れてもらおうと、
狂言の鑑賞と体験を行いました。事前に学習するなかで得ていた知識
と、実際に狂言の姿勢や発声を自分でも体験することで気付いた難し
さや面白さを通して、伝統芸能をより深く理解できる機会となりました。

箏に触れる活動を通じて、和楽器の音色に親しみ、日本の文化につ
いても考えを深めてもらいたいと、全員がたっぷり箏に触れられるプロ
グラムを行いました。箏の端や床に耳をつけて響きを聴こうとするなど、
細かな響きまで気持ちを向けて感じ取ろうとする姿が見られました。

D A T A

実施校： 永田台小学校(南区)　コーディネーター： 神奈川県立音楽堂
アーティスト： 中村仁美(篳篥奏者)ほか　教科・科目: 音楽
実施概要： 体験型／雅楽／ 6学年2学級74人対象／ 2018年12月(全3日間)

D A T A

実施校： 南舞岡小学校(戸塚区)　コーディネーター： 民族歌舞団荒馬座 
アーティスト： 民族歌舞団荒馬座　教科・科目: 総合的な学習の時間
実施概要： 体験型／荒馬踊り／ 4学年1学級30人対象／ 2019年7月～ 12月(全3日間)

D A T A

実施校： 東小学校(西区)　コーディネーター： 横浜能楽堂 
アーティスト： 狂言方大蔵流 山本東次郎家(狂言師)　教科・科目: 国語
実施概要： 鑑賞型／狂言／ 6学年2学級50人対象／ 2018年12月(全1日間)

D A T A

実施校： 希望ヶ丘小学校(旭区)　コーディネーター： 認定NPO法人あっちこっち
アーティスト： 望月太左衛(邦楽囃子方)　教科・科目: 音楽
実施概要： 体験型／邦楽／ 6学年3学級104人対象／ 2018年12月(全3日間)

D A T A

実施校： 瀬戸ヶ谷小学校(保土ケ谷区)　コーディネーター： 横浜市岩間市民プラザ
アーティスト： 和太鼓集団 撥當(和太鼓奏者)　教科・科目: 音楽
実施概要： 鑑賞型／和太鼓／ 2学年3学級75人対象／ 2019年10月(全1日間)

D A T A

実施校： 境木小学校(戸塚区)　コーディネーター： 久良岐能舞台
アーティスト： 善竹富太郎(大藏流狂言師)、小梶直人(大藏流狂言師)　教科・科目: 国語
実施概要： 鑑賞型／狂言／ 6学年3学級104人対象／ 2019年11月(全1日間)

D A T A

実施校： 大綱小学校(港北区)　コーディネーター： 横浜市市民文化会館関内ホール
アーティスト： 外山香(箏演奏家)　教科・科目: 音楽
実施概要： 体験型／箏／ 4学年3学級109人対象／ 2018年7月(全3日間)

CASE CASE

CASE CASE

CASE CASE

CASE

未知なる楽器に挑戦 米づくりと芸能の体験

ひとつの表現方法として 和楽器を身近に

からだで感じる響き 学習を深める体験

音色に親しむ

先生からのコメント

子どもからのコメント
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データで見るこれまでの取組 コーディネーターについてData Coordinator
学校プログラムでは、文化施設や芸術団体で活動しているスタッフが、コーディネーターとして、先生とアーティ
ストの間に入り、実施内容を調整します。決まったプログラムがあるわけではありませんので、対象となる子ど
もたちにとって一番良い方法を一緒に考えていきます。

学校プログラムは、平成16年度にスタートしました。平成20年度には「横浜市芸術文化教育プラットフォーム」
を設立して事務局の基盤を強化しています。この16年間で、のべ1,390校あまりの横浜市立の小・中・義務教育・
特別支援学校で、15万人を超える児童・生徒たちがアーティストと時間をともにしました。

実施校数の推移 学校プログラムの協力団体／コーディネーター（令和元年度）

コーディネーター会議

コーディネーター数の推移

学校種別実施校内訳

＊令和元年度予定数

＊「横浜市芸術文化教育プラットフォーム」設立以降の推移

取組ジャンル別実施校内訳

平成
16年度～23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和

元年度* 計（延べ）

実施校数 393 73 92 134 136 138 140 142 146 1,394

小学校 359 63 76 112 122 121 125 126 123 1,227

中学校 21 4 8 12 6 8 6 6 13 84

義務教育学校 ― ― ― ― ― ― 1 2 1 4

特別支援学校 13 6 8 10 8 9 8 8 9 79

参加児童・生徒数 56,094 7,623 9,517 14,225 14,088 14,869 14,887 14,091 14,142 159,536

応募校数 417 90 96 136 145 164 144 160 169 1,521

平成
16年度～23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和

元年度* 計（延べ）

実施校数 393 73 92 134 136 138 140 142 146 1,394

音楽 193 27 35 45 40 47 43 46 49 525

演劇 52 10 9 10 12 18 10 10 6 137

ダンス 33 11 14 22 26 21 20 18 15 180

美術 60 13 16 22 20 18 25 19 25 218

伝統芸能 55 12 18 35 38 34 42 49 51 334

［アートNPOなど民間の芸術団体］
Media Global／NPO法人子どもに音楽を／NPO法人横浜こどものひろば／NPO法人芸術家と子どもたち／
ART LAB OVA／民族歌舞団 荒馬座／アートの時間／NPO法人Offsite Dance Project／

認定NPO法人あっちこっち／NPO法人横浜シティオペラ

［横浜の芸術文化施設］
青葉区民文化センターフィリアホール／泉区民文化センターテアトルフォンテ／栄区民文化センターリリス／
神奈川区民文化センターかなっくホール／港南区民文化センターひまわりの郷／鶴見区民文化センターサルビアホール／
戸塚区民文化センターさくらプラザ／緑区民文化センターみどりアートパーク／旭区民文化センターサンハート／
磯子区民文化センター杉田劇場／横浜市大倉山記念館／急な坂スタジオ／久良岐能舞台／象の鼻テラス／
横浜市 長浜ホール／横浜市吉野町市民プラザ／横浜市岩間市民プラザ／横浜市市民文化会館関内ホール／
神奈川県立音楽堂／横浜市民ギャラリー／横浜市民ギャラリーあざみ野／横浜美術館／横浜にぎわい座／
横浜赤レンガ倉庫1号館／横浜みなとみらいホール／横浜能楽堂

［事務局構成団体］
横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ
認定NPO法人STスポット横浜

学校でのプログラム実施と並行して、事業を担当するコー
ディネーターが集まり情報交換を行っています。担当する
学校とのプログラムを調整する際に起きる課題の整理や、
過去に蓄積したプログラムのノウハウの情報交換を行い、
グループごとでのディスカッションを行いました。

平成
20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和

元年度

芸術団体 10 13 13 12 11 10 10 12 12 11 10 10

文化施設 4 12 14 16 17 20 23 24 26 26 26 26

事務局構成団体 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2

団体数(合計) 16 27 29 30 30 32 34 37 39 39 38 38

350

250

150

50

平成16 19年度 22年度 25年度 28年度17年度 20年度 23年度 26年度 29年度18年度

実施校数
実施回数

21年度 24年度 27年度 30年度 令和元年度*
＊令和元年度予定数

2019年7月4日、旭区民文化センターサンハート

205

324

168

307 314

174

338 337回342

＊令和元年度予定数

79 92

138

67 77

134 140

82 73

136 146校142

6

52

8
22
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実施校のアンケートより（平成30年度）Survey
平成30年度の実施校に対して行ったアンケートを集計したものです。児童・生徒向けのアンケート※1では、
11,195人より回答がありました。教員に対して行ったアンケート※2では、141校より回答がありました。
回収率は99％でした。
※1 小学3年生以上を対象とし、個別支援学級・特別支援学校では任意で実施しました。
※2 最も事業に関わった教員を対象とし実施しました。

小・中・義務教育・特別支援学校、個別支援学級の教員などに向けた研修プログラムを実施しています。
子どもたちとの取組経験が豊かなアーティスト等が、授業でのヒントになるような気付きを提供しています。

● 教わりながらみんなで歌っていくうちに、とても楽しくなった。
● 発表会のときにペアの人と心を合わせて弾くことができてよかった。
● あまり使わない動きをしたから、すごく楽しかった。
● 大きな紙にふだんできない絵の表し方をすることができて楽しかった。
● 声が大きくなり、ジェスチャーで気持ちを伝えられることがわかった。
● 伝統芸能の魅力をたくさん知れた。特に音のない時間を味わうことが楽しいと感じられた。

児童・生徒からのアンケート集計結果

教員からのアンケート集計結果

自由記述より

先生のためのワークショップ

今回の授業を前から楽しみにしていましたか。

● 楽しみにしていた…78％
● 楽しみでなかった…3％
● 特に気にしていなかった…19％

● とれた…62％
　 どちらかといえば、とれた…35％
● どちらかといえば、とれなかった…2％
● どちらかといえば、とれなかった…1％

● 満足…70％
　 どちらかといえば、満足…29％
● どちらかといえば、不満足…1％

● 満足…77％
　 どちらかといえば、満足…23％

表現力

コミュニケーション能力

創造力

想像力

感受性

集中力

協調性

共感力

言語力

● あった…77％
● なかった…22％
● その他／無回答…1％

● うけたい…94％
● うけたくない…6

● 楽しかった…91％
● 楽しくなかった…2％
● どちらでもなかった…7％

実施にあたって、コーディネーターと適切な
コミュニケーションをとることはできましたか。

先生のねらいに照らして、
今回のプログラムは満足できるものでしたか。

子どもたちはプログラムに
満足していたようでしたか。

子どもたちにどのような力
が身についたと思いますか。（複数回答）

自分から楽しんだり、
発見したりしたことはありましたか。

授業は楽しかったですか。

あなたは、今回のような授業を
また受けたいですか。

?

?

?

?

?

?

?

?
YES

78％

YES 

77％
YES

94％

YES

91％

YES

97％

97％ 100％

99％

YES

99％

YES

100％

104校

41校

43校

54校

81校

63校

47校

41校

16校

2019年7月、講師：齊藤佳代（鑑賞ファシリテーター） 2019年10月、講師：入手杏奈（ダンサー・振付家）
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先 生 か ら の 質 問

学校プログラムを実施したいのですが、
どうしたらよいでしょうか？

学校の経費負担はありますか？

授業の長さはどれくらいですか？
授業数をどれくらい確保したらよいですか？

希望のプログラムを選んで応募することはできますか？

学校プログラムを、ふだんの授業にどのように
活用したらよいでしょうか？

全校児童・生徒を対象にしたプログラムを
実施することはできますか？

芸術活動をしています。学校での活動に参加したいの
ですが、どうしたらいいですか？

企業の社会貢献事業を担当しています。
何か協力できることはありますか？

毎年2月～ 4月初旬にかけて、学校プログラムの応募を受け付けています。募集開始にあわせて、横
浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校にむけて募集要項などをお送りしますので、
ご確認の上、ご応募ください。また、ウェブサイトでも募集要項などをダウンロードすることができます。

アーティストやコーディネーターの謝金などは事務局が負担しますので、原則、学校の負担はありません。
一部、消耗品や材料などは、学校側で用意していただく場合もあります。詳しくは、実施決定後に担当
コーディネーターとご相談ください。

基本的には、授業の1単位時間（1コマ）に合わせて実施します（小学校45分、中学校50分）。場合
によっては、2コマ続けて実施することもあります。鑑賞型プログラムは1日程度、体験型プログラム
は3日程度で行いますが、全授業数がどのくらいになるのかは、クラス数や実施するプログラムの内容
によりますので、実施決定後に担当コーディネーターとご相談ください。

プログラムやアーティスト、コーディネーターを応募の際に指定することはできません。学校プログラム
は、対象となる学年と教科等のねらいにあわせ、コーディネーターと話し合って内容を考え、実施して
いきます。

プログラム内容のうち、「音楽」や「伝統芸能」は音楽や国語、「演劇」は国語や総合的な学習の時間、
特別活動など、各学校のねらいに沿って、教育課程に設定している学校が多いようです。例えば、学
習発表会の導入や、地域を題材にした作品づくりなど、さまざまな教科のなかで通常の授業とつなげる
ことも可能です。また、コーディネーターとなる地域の文化施設やアートNPO など民間の芸術団体と
の連携により、地域や社会に開かれた学校づくりが期待できます。過去の取組については、ウェブサイ
トのアーカイブにて、学校ごとの報告書をご覧いただけます。

基本的に、対象は一つの学年、取組は1～2クラス単位で行います。どれだけの人数を対象とできる
かは、実施するプログラムの内容によりますので、実施決定後に担当コーディネーターとご相談ください。

学校プログラムでは、学校からの要望にあわせて、コーディネーターがアーティストを選定する仕組み
になっており、直接アーティストの募集はしていません。コーディネーターは横浜市内の文化施設や、
芸術団体が担当していますので、お問い合わせいただき、ご希望をお伝えください。
コーディネーターについては、25ページをご覧ください。

学校プログラムは、子どもたちの豊かな感性を育てる社会的意義が大きい事業です。ご協賛や物品の
ご提供の他にも、共同でのプログラム開発などさまざまな可能性が考えられますので、プラットフォー
ム事務局までぜひご連絡をお願いします。

よくある質問　Question

A

A

A

A

A

A

A

A

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

そ の 他



区 学校名 学年 ジャンル 内容 アーティストト コーディネーター
1 鶴見 上末吉小 5 伝統芸能 箏 鎌田美穂子 鶴見区民文化センターサルビアホール
2 鶴見 汐入小 5・6 伝統芸能 箏 石川弥生、神保佐香枝、里風会 鶴見区民文化センターサルビアホール
3 鶴見 下野谷小 6 音楽 合唱 上水樽力、宮原健一郎、池羽由 認定NPO法人あっちこっち
4 鶴見 鶴見小 6 伝統芸能 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台
5 鶴見 豊岡小 3 音楽 ヴァイオリン 大江馨、白瀬元 NPO法人子どもに音楽を
6 鶴見 矢向小 5 伝統芸能 箏 丸田美紀 神奈川県立音楽堂
7 神奈川 浦島小 5 伝統芸能 箏 吉澤延隆 神奈川区民文化センターかなっくホール
8 神奈川 神奈川小 4 伝統芸能 邦楽 望月秀幸、望月実加子、東音佐藤さくら子、杵屋五子、住田福十郎、藤田和也 神奈川区民文化センターかなっくホール
9 神奈川 神大寺小 6 伝統芸能 狂言 高澤祐介 神奈川区民文化センターかなっくホール
10 神奈川 幸ヶ谷小 5・6 音楽 オペラ 横浜シティオペラ NPO法人横浜シティオペラ
11 神奈川 白幡小 6 音楽 ガムラン 川村亘平斎、濱元智行 神奈川区民文化センターかなっくホール
12 神奈川 中丸小 5 音楽 オペラ 金持亜実、浜野与志男、青木海斗 認定NPO法人あっちこっち
13 神奈川 西寺尾小 5 ダンス コンテンポラリーダンス Co.山田うん（川合ロン） NPO法人Offsite Dance Project

14 神奈川 三ツ沢小 4 音楽 合唱 上水樽力、宮原健一郎、池羽由 認定NPO法人あっちこっち
15 西 一本松小 6 音楽 作詞・作曲 イーガル、米澤一平 象の鼻テラス
16 西 稲荷台小 4 美術 造形 宇田川純子 横浜市民ギャラリー
17 西 浅間台小 5 伝統芸能 箏 山野安珠美 認定NPO法人 STスポット横浜
18 中 本牧南小 6 伝統芸能 和太鼓 政所和幸 横浜能楽堂
19 南 石川小 6 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂
20 南 永田台小 個別 美術 造形 三ツ山一志 横浜美術館
21 南 蒔田小 6 音楽 作詞・作曲 増村エミコ 横浜市吉野町市民プラザ
22 南 南小 6 伝統芸能 箏 奥田雅楽之一 横浜市吉野町市民プラザ
23 南 六つ川小 6 伝統芸能 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台
24 港南 港南台第三小 5 伝統芸能 箏 奥田雅楽之一 横浜市吉野町市民プラザ
25 港南 桜岡小 個別 ダンス コンテンポラリーダンス Rie Tashiro 急な坂スタジオ
26 港南 芹が谷小 3 音楽 打楽器 松井イチロー 横浜みなとみらいホール
27 港南 芹が谷南小 4 美術 造形 こいちりょうじ 横浜市吉野町市民プラザ
28 港南 野庭すずかけ小 4 伝統芸能 箏 奥田雅楽之一 横浜市市民文化会館関内ホール
29 港南 日限山小 5 音楽 合唱 浅野美帆子 港南区民文化センターひまわりの郷
30 港南 日野小 4 伝統芸能 邦楽 望月太左衛 認定NPO法人あっちこっち
31 港南 南台小 3 音楽 アンサンブル ルロット・オーケストラ 港南区民文化センターひまわりの郷
32 保土ケ谷 岩崎小 5 伝統芸能 邦楽 大山貴善、中嶋ひかる 横浜市岩間市民プラザ
33 保土ケ谷 上星川小 個別 美術 造形 三ツ山一志 横浜市民ギャラリー
34 保土ケ谷 川島小 4 美術 造形 こいちりょうじ 横浜市岩間市民プラザ
35 保土ケ谷 権太坂小 4 伝統芸能 箏 上田恵子 横浜市岩間市民プラザ
36 保土ケ谷 瀬戸ヶ谷小 2 伝統芸能 和太鼓 和太鼓集団 撥當 横浜市岩間市民プラザ
37 保土ケ谷 常盤台小 5 ダンス コンテンポラリーダンス Co.山田うん（川合ロン） NPO法人Offsite Dance Project

38 保土ケ谷 初音が丘小 4 ダンス コンテンポラリーダンス BATIK 急な坂スタジオ
39 保土ケ谷 保土ケ谷小 4 伝統芸能 和太鼓 藤塚太鼓 横浜市岩間市民プラザ
40 旭 市沢小 個別 美術 造形 ドゥイ NPO法人横浜こどものひろば
41 旭 今宿小 個別 ダンス コンテンポラリーダンス Co.山田うん（川合ロン） NPO法人Offsite Dance Project

42 旭 今宿南小 3 音楽 ゴスペル 金井恵理花 旭区民文化センターサンハート
43 旭 希望ヶ丘小 6 伝統芸能 邦楽 望月太左衛 認定NPO法人あっちこっち
44 旭 白根小 個別 ダンス コンテンポラリーダンス 遠田誠、鈴木綾香 旭区民文化センターサンハート
45 旭 善部小 5 音楽 ミュージカル 高木真里子、川村千鶴子 旭区民文化センターサンハート
46 旭 不動丸小 4 音楽 ミュージカル 中川梨恵 Media Global

47 旭 南本宿小 5・6 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂
48 旭 四季の森小 個別 ダンス コンテンポラリーダンス 入手杏奈 認定NPO法人 STスポット横浜
49 磯子 磯子小 6 伝統芸能 ソーラン節 民族歌舞団 荒馬座 民族歌舞団 荒馬座
50 磯子 さわの里小 幼・保・1 美術 造形 メリ～ゴーランド研究所 磯子区民文化センター杉田劇場
51 磯子 浜小 4 伝統芸能 箏 外山香 磯子区民文化センター杉田劇場
52 磯子 洋光台第一小 4 演劇 創作 野村道子 磯子区民文化センター杉田劇場
53 磯子 洋光台第三小 4 伝統芸能 雅楽 真鍋尚之 磯子区民文化センター杉田劇場
54 磯子 洋光台第二小 6 伝統芸能 能 山井綱雄 磯子区民文化センター杉田劇場
55 金沢 金沢小 6 伝統芸能 落語 立川晴の輔 Media Global

56 金沢 釜利谷東小 4 伝統芸能 箏 荒井靖水、渡邊勝代 横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ
57 金沢 瀬ヶ崎小 6 演劇 創作 山下恵実 急な坂スタジオ
58 金沢 並木第一小 2・3 音楽 オペラ おしゃべり音楽館 横浜市 長浜ホール
59 金沢 西柴小 3 音楽 ミュージカル 中川梨恵 Media Global

60 金沢 文庫小 4 音楽 民族音楽 ワールドアサンテファミリー倶楽部 横浜市 長浜ホール
61 金沢 六浦南小 4 美術 絵画 浅葉弾 横浜市 長浜ホール
62 港北 大曽根小 1・2 音楽 音楽劇 音楽団体 incontro 横浜市大倉山記念館
63 港北 菊名小 6 音楽 作曲 国友淑弘 鶴見区民文化センターサルビアホール
64 港北 小机小 6 伝統芸能 落語 古今亭今いち、小泉ポロン 横浜にぎわい座
65 港北 駒林小 6 ダンス コンテンポラリーダンス 辻本知彦 横浜赤レンガ倉庫 1号館
66 港北 城郷小 6 音楽 チェロ 辻本玲、入江一雄 NPO法人子どもに音楽を
67 港北 新吉田小 5 美術 金属加工 山田裕介 横浜市民ギャラリー あざみ野
68 港北 新吉田第二小 4 伝統芸能 邦楽 米澤浩、熊沢栄利子 横浜みなとみらいホール
69 港北 高田小 1 美術 造形 伊東純子 横浜美術館
70 港北 高田東小 4 ダンス 身体表現 加藤紗希 NPO法人芸術家と子どもたち
71 港北 綱島小 3 美術 造形 ART LAB OVA ART LAB OVA

72 港北 綱島東小 4～ 6 美術 木工 島村健二、大場公喜 横浜市大倉山記念館
73 港北 新田小 3 ダンス コンテンポラリーダンス リナ・リッチ、木檜朱実、サエグサユキオ、椎名利恵子 横浜市大倉山記念館

区 学校名 学年 ジャンル 内容 アーティストト コーディネーター
74 港北 大豆戸小 2 音楽 オペラ 横浜シティオペラ NPO法人横浜シティオペラ
75 緑 上山小 3・4 音楽 絵本・音楽 谷川マユコ 緑区民文化センターみどりアートパーク
76 緑 竹山小 2 ダンス コンテンポラリーダンス 森下真樹 横浜市民ギャラリー あざみ野
77 緑 新治小 全 伝統芸能 邦楽 和楽団煌 緑区民文化センターみどりアートパーク
78 緑 三保小 3 美術 絵画 門秀彦 緑区民文化センターみどりアートパーク
79 青葉 美しが丘東小 6 音楽 打楽器 篠崎陽子、齋藤綾乃 青葉区民文化センターフィリアホール
80 青葉 荏子田小 全 演劇 演劇鑑賞 とみやまあゆみ 横浜市市民文化会館関内ホール
81 青葉 鉄小 6 伝統芸能 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台
82 青葉 嶮山小 6 伝統芸能 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台
83 青葉 奈良小 6 伝統芸能 雅楽 宮田まゆみ 青葉区民文化センターフィリアホール
84 青葉 奈良の丘小 1 美術 造形 山田佐映子 横浜市民ギャラリー あざみ野
85 青葉 みたけ台小 4 音楽 クラシック鑑賞 市川和彦、市川美和、市川響、高久智子 青葉区民文化センターフィリアホール
86 青葉 山内小 6 伝統芸能 落語 瀧川鯉丸、鏡味よし乃 横浜にぎわい座
87 青葉 谷本小 6 音楽 ヴァイオリン 松田理奈 青葉区民文化センターフィリアホール
88 青葉 美しが丘西小 5 音楽 ヴァイオリン 弓新、大須賀恵理 NPO法人子どもに音楽を
89 都筑 牛久保小 6 伝統芸能 落語・音曲 瀧川鯉丸、桂小すみ 緑区民文化センターみどりアートパーク
90 都筑 荏田小 3 美術 絵画 都守太朗 アートの時間
91 都筑 荏田南小 6 伝統芸能 落語・音曲 瀧川鯉丸、桂小すみ 緑区民文化センターみどりアートパーク
92 都筑 勝田小 個別 音楽 創作 曽我大穂 象の鼻テラス
93 都筑 すみれが丘小 5 美術 金属加工 山田裕介 横浜市民ギャラリー あざみ野
94 都筑 茅ケ崎台小 4 音楽 作曲・合唱 アベタカヒロ 栄区民文化センターリリス
95 都筑 都田小 5 音楽 木管五重奏 秋山貴之、糸井奈々、進動稀、斎藤舞、殿岡芽依 神奈川県立音楽堂
96 都筑 つづきの丘小 3 音楽 作曲 竹田えり 鶴見区民文化センターサルビアホール
97 都筑 東山田小 5 音楽 打楽器 松井イチロー 横浜みなとみらいホール
98 都筑 南山田小 3 ダンス 身体表現 下司尚実 象の鼻テラス
99 戸塚 上矢部小 5 伝統芸能 箏・尺八 内田裕子、鈴野懸山 戸塚区民文化センターさくらプラザ
100 戸塚 川上北小 6 伝統芸能 邦楽 今井尋也 戸塚区民文化センターさくらプラザ
101 戸塚 小雀小 4 伝統芸能 箏 寺井奈美 戸塚区民文化センターさくらプラザ
102 戸塚 境木小 6 伝統芸能 狂言 善竹富太郎、小梶直人 久良岐能舞台
103 戸塚 大正小 4 音楽 ガムラン 櫻田素子 アートの時間
104 戸塚 東汲沢小 6 伝統芸能 邦楽 今井尋也 戸塚区民文化センターさくらプラザ
105 戸塚 東品濃小 6 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂
106 戸塚 平戸小 4・5 伝統芸能 落語 入船亭小辰 戸塚区民文化センターさくらプラザ
107 戸塚 平戸台小 4 音楽 作曲・合唱 アベタカヒロ 栄区民文化センターリリス
108 戸塚 南戸塚小 2 音楽 フラメンコ 稲津清一 アートの時間
109 戸塚 南舞岡小 4 伝統芸能 荒馬踊り 民族歌舞団 荒馬座 民族歌舞団 荒馬座
110 栄 飯島小 個別 美術 造形 岩田とも子 認定NPO法人 STスポット横浜
111 栄 笠間小 幼・保・1 美術 造形 ドゥイ NPO法人横浜こどものひろば
112 栄 上郷小 5 音楽 合唱 中岡太志、髙部さち 栄区民文化センターリリス
113 栄 小菅ヶ谷小 3 音楽 打楽器 松井イチロー 横浜みなとみらいホール
114 栄 小山台小 4 伝統芸能 邦楽 望月太左衛 認定NPO法人あっちこっち
115 栄 千秀小 全 音楽 オペラ 横浜シティオペラ NPO法人横浜シティオペラ
116 栄 豊田小 6 演劇 創作 望月純吉 NPO法人横浜こどものひろば
117 泉 伊勢山小 3 音楽 合唱 片野真吾 泉区民文化センターテアトルフォンテ
118 泉 下和泉小 6 伝統芸能 雅楽 真鍋尚之 泉区民文化センターテアトルフォンテ
119 泉 緑園西小 個別 音楽 創作 宮内康乃 NPO法人Offsite Dance Project

120 泉 飯田北いちょう小 全 伝統芸能 雅楽 真鍋尚之 泉区民文化センターテアトルフォンテ
121 瀬谷 阿久和小 3・4 演劇 創作 とみやまあゆみ アートの時間
122 瀬谷 二つ橋小 5 伝統芸能 箏 荒井靖水、渡邊勝代 横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ
123 瀬谷 瀬谷さくら小 6 美術 造形 泉桐子 横浜市民ギャラリー
124 鶴見 市場中 2 ダンス コンテンポラリーダンス 森下真樹 NPO法人Offsite Dance Project

125 鶴見 矢向中 1 ダンス チアダンス 中村美紅、倉重円、佐々木夏波 横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ
126 神奈川 浦島丘中 3 音楽 合唱 澤原正行 神奈川区民文化センターかなっくホール
127 神奈川 錦台中 3 音楽 合唱 阪口喜江 横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ
128 中 横浜吉田中 3 美術 造形 ART LAB OVA ART LAB OVA

129 港南 笹下中 2 音楽 合唱 浅野美帆子 港南区民文化センターひまわりの郷
130 金沢 小田中 3 美術 アニメーション 林孝輔 横浜美術館
131 港北 篠原中 個別 美術 造形 ART LAB OVA ART LAB OVA

132 港北 新羽中 2 伝統芸能 落語 古今亭今いち、鏡味よし乃 横浜にぎわい座
133 栄 西本郷中 1 美術 デザイン 満島弘、さかえ deつながるアート 栄区民文化センターリリス
134 栄 本郷中 2 美術 現代美術 保科晶子 横浜市民ギャラリー あざみ野
135 泉 泉が丘中 3 音楽 合唱 片野真吾 泉区民文化センターテアトルフォンテ
136 泉 岡津中 3 音楽 合唱 沢崎恵美 泉区民文化センターテアトルフォンテ
137 金沢 西金沢義務教育 6 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂
138 神奈川 盲特別支援 全 音楽 合唱 チェコ少年合唱団 ボニ・プエリ 神奈川区民文化センターかなっくホール
139 南 中村特別支援 全 音楽 弦楽器 鍵冨弦太郎、湯原拓哉 横浜市吉野町市民プラザ
140 港南 港南台ひの特別支援 小学部 音楽 声楽、パントマイム 青い卵（宮城摩理、YAMA） 港南区民文化センターひまわりの郷
141 保土ケ谷 上菅田特別支援 高等部 美術 造形 ドゥイ 認定NPO法人 STスポット横浜
142 旭 若葉台特別支援 小・中・肢体不自由音楽 打楽器 Rythmission 旭区民文化センターサンハート
143 港北 北綱島特別支援 全 演劇 パントマイム 栗原一 Media Global

144 戸塚 東俣野特別支援 全 伝統芸能 邦楽 今井尋也 戸塚区民文化センターさくらプラザ
145 栄 本郷特別支援 中学部 音楽 弦楽器 清岡優子、福井綾 栄区民文化センターリリス
146 瀬谷 二つ橋高等特別支援 3 ダンス コンテンポラリーダンス 長井江里奈 横浜赤レンガ倉庫 1号館
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令和元年度実施校一覧 令和元年度実施校リスト全１46校（小学校123校、中学校13校、義務教育学校1校、特別支援学校9校）
※令和2年1月時点。都合により変更になる場合があります。アーティスト名は敬称略。
なお、本冊子においてコーディネーターとして施設名が掲出されている場合、当該年度の指定管理者等が担当していることを示します。




