
 

 

 

 

 

 

 

アートの力で子どもたちが輝く 

横浜市芸術文化教育プラットフォーム・学校プログラム 
１２月は３７校で、ダンスや箏体験などのプログラムを実施！ 

 

学校教育とアートをつなぐ「横浜市芸術文化教育プラットフォーム・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いて授業を行い、子どもたちがさまざまな文化芸術を実際に

体験するプログラムです。アートを通して、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、実施しています。今年度は 142 校で実施予定です。 

12 月は市立小学校 34校、中学校 1 校、特別支援学校 2 校で授業を行います。 

 

１ ピックアッププログラム 
 

  学校プログラムでは、毎年さまざまな音楽の取組

が行われています。昨年度は、市内の 47 校で音楽

の取組が行われました。今年度は 46 校で、クラシ

ック音楽や民族音楽、合唱などの多彩な内容で展開

していきます。 

  12月 1 日に実施予定の本郷特別支援学校では、栄

区民文化センターリリスのコーディネートにより、

打楽器アンサンブルのコンサートを行います。鑑賞

するだけでなく、生徒も一緒に歌ったり踊ったりし

て音楽を楽しめるプログラムをお届けします。 
 
 
２ １２月の学校プログラム実施予定 
 

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

1 西寺尾小学校 (神奈川区) 12/1,5,8 5  ダンス コンテンポラリーダンス Co.山田うん NPO 法人 Offsite Dance Project 

2 川島小学校 (保土ヶ谷区) [1 回実施済] 12/1,12 4  美術 造形 こいちりょうじ 岩間市民プラザ 

3 新田小学校 (港北区) [1 回実施済] 12/1,8 3  ダンス コンテンポラリーダンス 田畑真希 横浜市民ギャラリーあざみ野 

4 川上北小学校 (戸塚区) 12/1,4,5 6  伝統芸能 箏 丸田美紀 神奈川県立音楽堂 

5 本郷特別支援学校 (栄区) 12/1 中 音楽 打楽器 加藤大輝、関 聡、田村拓也 栄区民文化センターリリス 

6 芹が谷南小学校 (港南区) [2 回実施済] 12/4 3  音楽 ラテン音楽 古川ぴんたろう NPO 法人横浜こどものひろば 

7 都岡小学校 (旭区) 12/4,5 6  美術 木炭画 黒田晃弘 旭区民文化センターサンハート 

8 荏田小学校 (都筑区) 12/4,11,18 3  美術 創作 都守太朗 アートの時間 

9 芹が谷小学校 (港南区) [1 回実施済]12/5,12,19 3  音楽 民族音楽 飯田茂樹 認定 NPO 法人 ST スポット横浜 

10 杉田小学校 (磯子区) [1 回実施済] 12/5,20 4 ダンス 身体表現 武藤 寛 磯子区民文化センター杉田劇場 

11 市沢小学校 (旭区) [2 回実施済] 12/6 個別 演劇 創作 望月純吉 NPO 法人横浜こどものひろば 
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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 

 

《昨年度の音楽の取組の様子》 
「音楽の楽しさを実感しよう！」本郷特別支援学校（栄区） 

  アーティスト：tomoko、臼井麻意子  

コーディネーター：栄区民文化センターリリス  

裏面あり 

 



 

12 屏風浦小学校 (磯子区) 12/6,12,13 4 ダンス 身体表現 武藤 寛 磯子区民文化センター杉田劇場 

13 南瀬谷小学校 (瀬谷区) 12/7,14,21 個別 ダンス コンテンポラリーダンス Co.山田うん NPO 法人 Offsite Dance Project 

14 希望が丘中学校 (旭区) 12/7 1  美術 アニメーション PANTOGRAPH（井上仁行） 横浜市民ギャラリー 

15 汐入小学校 (鶴見区) 12/8,11,12 5・6 伝統芸能 邦楽 上遠野文音 鶴見区民文化センターサルビアホール 

16 南本宿小学校 (旭区) 12/8 6  伝統芸能 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台 

17 小田小学校 (金沢区) [2 回実施済] 12/8 個別 美術 造形 宇田川純子 横浜市民ギャラリー 

18 横浜深谷台小学校 (戸塚区) 12/8 [以降 1月] 4  演劇 創作 斎藤淳子 戸塚区民文化センターさくらプラザ 

19 桜井小学校 (栄区) [2 回実施済] 12/8 6  音楽 作曲 アベタカヒロ 栄区民文化センターリリス 

20 みたけ台小学校 (青葉区) 12/11 4  音楽 ヴァイオリン 渡辺玲子、小森谷裕子 NPO 法人子どもに音楽を 

21 南小学校 (南区) 12/12,13,14 6  音楽 箏 奥田雅楽之一 吉野町市民プラザ 

22 上矢部小学校 (戸塚区) 12/12 5  伝統芸能 邦楽 内田裕子 戸塚区民文化センターさくらプラザ 

23 間門小学校 (中区) 12/13,15,19 3  ダンス コンテンポラリーダンス 関かおり NPO 法人 Offsite Dance Project 

24 藤の木小学校 (南区) 12/13,14,15 5  伝統芸能 箏 
荒井靖水、善羽美帆〈福

田操明櫻〉 

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 

25 日野南小学校 (港南区) 12/13,14,18 5  伝統芸能 落語 春風亭小柳 横浜にぎわい座 

26 荏田西小学校 (青葉区) 12/13 6  音楽 ヴァイオリン 松田理奈、大須賀恵里 NPO 法人子どもに音楽を 

27 北山田小学校 (都筑区) [2 回実施済]12/13,14 4  音楽 創作 宮内康乃 認定 NPO 法人 ST スポット横浜 

28 茅ヶ崎台小学校 (都筑区) 12/13 6  音楽 ピアノ 村田千佳 横浜みなとみらいホール 

29 小雀小学校 (戸塚区) 12/13,20[以降 1 月] 6  音楽 合唱 竹田えり 戸塚区民文化センターさくらプラザ 

30 
港南台ひの特別支援学校 

(港南区) 
12/13,14,15 全 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 

31 城郷小学校 (港北区) 12/15 6  音楽 ギター、フルート 福井伸治、西村菜美 大倉山記念館 

32 東小学校 (西区) 12/18 6  伝統芸能 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台 

33 南太田小学校 (南区) 12/18,19,20 6  伝統芸能 箏 
荒井靖水、善羽美帆〈福

田操明櫻〉 

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 

34 永谷小学校 (港南区) 12/18,19,20 4  音楽 テューバ 喜名 雅 吉野町市民プラザ 

35 希望ヶ丘小学校 (旭区) 12/18,20 6  伝統芸能 箏 丸田美紀 神奈川県立音楽堂 

36 東品濃小学校 (戸塚区) 12/20 6  伝統芸能 箏 外山 香 関内ホール 

37 美しが丘東小学校 (青葉区) 12/21,22 6  伝統芸能 和太鼓 民族歌舞団 荒馬座 民族歌舞団 荒馬座 

 
※今後も平成 30 年３月末まで各区の小・中・義務教育・特別支援学校 142 校（予定）にてプログラムが実施されます。 

 
３ 取材について 
 

取材の可否について学校と調整を行いますので、取材を御希望の方は、実施予定日の５日前
までに御連絡をお願いします。 

 
お問合せ先 

横浜市芸術文化教育プラットフォーム事務局 事務局長 田中真実 TEL：045-325-0410 FAX：045－325-0414 

〒220-0004 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜ＳＴビル 208 認定ＮＰＯ法人ＳＴスポット横浜 地域連携事業部 内 

担当：田中真実・高荷春菜  MAIL：toiawase@y-platform.org  URL：http://y-platform.org 

 


