
 

 

 

 

 

 

  

子どもたちの創造性をはぐくむ、芸術家による授業 
11月は市内 26の小・中・特別支援学校へ 

 

横浜市芸術文化教育プラットフォームの「学校プログラム」は、プ

ロのアーティストが直接学校に出向き、子どもたちが実際に文化芸

術の体験をすることにより、未来の横浜を担う人材としての表現力

やコミュニケーション力等を身につけることを目指します。学校プ

ログラムへ協力するコーディネート団体として、今年度は 30の芸術

団体（アートＮＰＯなど）・地域の文化施設が連携し、取り組みます。 
 
2012 年 11 月のプログラム実施予定 ※取材をご希望の方は、一週間前まで

にご連絡ください。（各学校の事情により、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください） 
 
 学校プログラム  http://y-platform.org   

 学校名 区 学年 アーティスト（敬称略） 実施予定日 内容 コーディネーター 

1 上郷小学校 栄 5・6 古川展生、小森谷裕子 11/1 クラシック音楽 NPO法人子どもに音楽を 

2 東戸塚小学校 戸塚 5 城田有子、河原厚子 11/1 ゴスペル 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 

3 中和田南小学校 泉 3 新生呉羽 11/1、11/15、11/22 コンテンポラリーダンス アートの時間 

4 本郷特別支援学校 栄 中 Big Boss Brass Quintet 11/2 金管楽器 栄区民文化センターリリス 

5 末吉小学校 鶴見 5 布山タルト 11/6、11/15、11/16 アニメーション 横浜市民ギャラリー 

6 坂本小学校 保土ヶ谷 3 中村信子 11/6、11/7、11/8 パペット 企業組合Ｍｅｄｉａ Ｇｌｏｂａｌ 

7 並木第一小学校 金沢 5 民族歌舞団 荒馬座 11/6、11/8 和太鼓 民族歌舞団 荒馬座 

8 港南台第一小学校 港南 5 望月純吉 11/6、11/12 身体表現 NPO法人横浜こどものひろば 

9 洋光台第四小学校 磯子 5 黒田晃弘 11/8、11/9 木炭画 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 

10 山下小学校 緑 5 清水詩織 11/9 チェロ 横浜みなとみらいホール 

11 能見台南小学校 金沢 5 鶴川勝也 11/12、11/16 声楽 横浜みなとみらいホール 

12 千秀小学校 栄 全 横浜シティオペラ 11/13 オペラ 横浜シティオペラ 

13 山王台小学校 磯子 4～6 大島おりえ 11/15 [以降 1～2月] ダンス 磯子区民文化センター杉田劇場  

14 豊田小学校 栄 4 古川はじめ、荒谷葉子、上村純 11/16、11/21、11/27 ラテン音楽 NPO法人横浜こどものひろば 

15 浦舟特別支援学校 南 全 柏木陽、片岡祐介 11/20、11/28 演劇、音楽 NPO法人 STスポット横浜 

16 神大寺小学校 神奈川 4 カンジヤマ・マイム B 11/26、11/27 パントマイム 企業組合Ｍｅｄｉａ Ｇｌｏｂａｌ 

17 鴨居小学校 緑 2 中市真帆 11/26 身体表現 NPO法人横浜こどものひろば 

18 本郷中学校 栄 2 高橋由貴子 11/26、11/27 木版画 横浜美術館 

19 日限山小学校 港南 5 山口佳子 11/27、11/30 [以降 12 月] 声楽 株式会社オフィスマキナ 

20 桂台小学校 栄 5 城田有子、河原厚子 11/27、11/28、11/29 ゴスペル 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 

21 勝田小学校 都筑 6 中村仁美 11/27、11/29、11/30 邦楽 神奈川県立音楽堂 

22 新吉田第二小学校 港北 6 吉澤延隆 11/28 筝 よこはま音楽広場実行委員会 
 
 スクール・オブ・ダンス http://school-dance.blogspot.jp/ 

 学校名 区 学年 アーティスト（敬称略） 実施予定日  

23 長津田小学校 緑 4 黒沢美香 11/2、11/7 

24 元石川小学校 青葉 5 東野祥子 11/6 

25 荏田南小学校 都筑 5 黒田育世 11/20 

26 西寺尾小学校 神奈川 1 山田うん 11/21 

 
お問い合わせ先 

横浜市芸術文化教育プラットフォーム事務局 事務局長 小川智紀 TEL&FAX：045-325-0414 

〒220-0004横浜市西区北幸 1-11-15 横浜ＳＴビル 208 ＮＰＯ法人ＳＴスポット横浜 アート教育事業部 内 

担当：小川智紀・田中真実  MAIL：toiawase@y-platform.org  URL：http://y-platform.org 

（裏面あり） 

記 者 発 表 資 料 

平 成 ２ ４ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日 

横浜市芸術文化教育プラットフォーム事務局 
 
 

 

ＳＴスポット横浜、横浜市芸術文化振興財団     
横浜市教育委員会、横浜市文化観光局 
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Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2012 と連動した、
ダンス界のトップアーティストによる小学校での授業シリ
ーズ。12 月まで。ＮＰＯ法人 Offsite Dance Project がコ
ーディネート。 

[スクール・オブ・ダンス] 

《昨年度の取組みの様子》「ゴスペルの体験」桂台小

学校（栄区）アーティスト：城田有子さん、河原厚子

さん コーディネーター：横浜市芸術文化振興財団 

2011 年 10 月 



 

 

 

 

学校教育とアートをつなぐ、 
芸術文化教育プログラムを継続して実施しています 

 

「横浜市芸術文化教育プラットフォーム」は、横浜市内の芸術文化教育プログラムの総合的な推進を目

指し、学校、芸術文化団体、アーティスト、企業、地域住民、行政等がゆるやかに連携・協働してプロ

グラムに取り組むため、情報共有やコーディネートを行う場として平成 20年 3月に設立しました。 

事務局はＳＴスポット横浜、横浜市教育委員会指導部指導企画課、横浜市文化観光局文化振興課、横浜

市芸術文化振興財団が協働で運営しています。 

 

コーディネーター団体一覧（30団体） 

【アートＮＰＯなど民間の芸術団体】オフィスマキナ、Media Global、よこはま音楽広場実行委員会、

子どもに音楽を、横浜こどものひろば、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、Offsite Dance Project、横浜シティオペラ【地域の文化施設】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、急な坂スタジオ、久良岐能舞台、鶴見区民文化センター サルビアホール、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、吉野町市民プラザ、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、神奈川県立音楽堂【プラットフォーム事務局構成団体】横浜市芸術文化振興財団、

ＳＴスポット横浜 

 

実施校一覧（学校プログラム 73校、スクール・オブ・ダンス 6校＝予定を含む） 

【鶴見区】駒岡小学校、末吉小学校、鶴見小学校【神奈川区】青木

小学校、浦島小学校、神奈川小学校、神橋小学校、神大寺小学校、

子安小学校、西寺尾小学校、西寺尾第二小学校、羽沢小学校、南神

大寺小学校、盲特別支援学校【西区】浅間台小学校【中区】本牧南

小学校、間門小学校【南区】藤の木小学校、浦舟特別支援学校、中

村特別支援学校【保土ヶ谷区】坂本小学校【磯子区】山王台小学校、

屏風浦小学校、洋光台第四小学校、汐見台中学校【金沢区】小田小

学校、並木第一小学校、西富岡小学校、能見台南小学校、小田中学

校【港北区】下田小学校、城郷小学校、新吉田第二小学校【戸塚区】

小雀小学校、品濃小学校、下郷小学校、東戸塚小学校、平戸台小学

校、深谷小学校、俣野小学校、東俣野特別支援学校【港南区】港南

台第一小学校、港南台第三小学校、相武山小学校、永野小学校、永

谷小学校、野庭すずかけ小学校、日限山小学校、日下小学校【旭区】

白根小学校、二俣川小学校【緑区】鴨居小学校、竹山小学校、十日

市場小学校、長津田小学校、山下小学校【瀬谷区】二つ橋小学校、

瀬谷さくら小学校、二つ橋高等特別支援学校【栄区】桂台小学校、

上郷小学校、公田小学校、小山台小学校、千秀小学校、豊田小学校、

本郷中学校、本郷特別支援学校【泉区】伊勢山小学校、中和田南小

学校、東中田小学校、泉が丘中学校【青葉区】あざみ野第二小学校、

美しが丘小学校、鴨志田第一小学校、元石川小学校【都筑区】荏田

南小学校、勝田小学校、川和小学校、山田小学校 

横浜市芸術文化教育プラットフォーム                     

 

《昨年度の取組みの様子》 

【上】「新種発見！生き物ハットをつくろう」駒岡小

学校（鶴見区）アーティスト：玉田多紀さん コーデ

ィネーター：横浜市民ギャラリー 2011 年 12 月 

【下】「劇づくりを通して自己を発信」善部小学校（旭

区）アーティスト：わたなべなおこさん コーディネ

ーター：ＮＰＯ法人芸術家と子どもたち 2012 年 1

月 


