
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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、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、実

施します。今年度は 137 校で実施予定です。８、９月は市立小学校 17 校、中学校１校で授業を

行います。 

 
１ ピックアッププログラム 
 

  今年度「Dance Dance Dance@ YOKOHAMA 2015」と連

携し、体験型スペシャル版としてダンス分野での取組

みを充実させています。いつもの体育の授業とはちょ

っと違って、からだで挨拶をしたり、協力して作った

ものを発表してみたり。創造性を発揮したユニークな

活動が行われ、子どもたちにも大人気です。８、９月

は富岡中学校、いぶき野小学校、岩崎小学校、南本宿

小学校で行います。最終日の発表会もお楽しみに。 

 

 
２ ８、９月の学校プログラム実施予定 
 

学校名 実施予定日 学年 内容 アーティスト（敬称略） コーディネーター 

西寺尾第二小学校（神奈川区） 8/31,9/2,3 4 クラシック音楽 浜野与志男、金持亜美、山野靖博 NPO 法人あっちこっち 

★富岡中学校(金沢区) 8/31,9/15,25 3 コンテンポラリーダンス コンドルズ NPO 法人 Offsite Dance Project 

★いぶき野小学校(緑区) 9/1,8,24,29 5 コンテンポラリーダンス 梶本はるか、北尾亘 NPO 法人 Offsite Dance Project 

笠間小学校(栄区) 9/2,4,11 1 絵本 佐々木貴行 栄区民文化センターリリス 

俣野小学校(戸塚区) 9/2,7,15 4 ガムラン 櫻田素子 アートの時間 

丸山台小学校(港南区) [1 回実施済]9/4[以降 11 月] 3 コンテンポラリーダンス 中村蓉 横浜赤レンガ倉庫 1 号館 

菊名小学校(港北区) 9/7 6 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台 

高田小学校(港北区) 9/7 6 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台 

相武山小学校(港南区) 9/7,8,9 3 コンテンポラリーダンス 東野祥子 吉野町市民プラザ 

釜利谷南小学校(金沢区) 9/8 5,6 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台 

★岩崎小学校(保土ケ谷区) 9/9,11,15,17 3 コンテンポラリーダンス 梶本はるか、北尾亘 NPO 法人 Offsite Dance Project 

寺尾小学校(鶴見区) 9/11,18,25 5 ヒップホップ エンターテイメントカンパニー 鶴見区民文化センターサルビアホール 

鶴ヶ峯小学校(旭区) 9/14 6 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台 

★南本宿小学校(旭区) 9/14,15,16,18 6 コンテンポラリーダンス 東野祥子 NPO 法人 Offsite Dance Project 

南戸塚小学校(戸塚区) 9/25,30[以降 10 月] 2 身体表現 柏木陽 アートの時間 

大綱小学校(港北区) 9/28[以降 10 月] 3 身体表現 望月純吉 NPO 法人横浜こどものひろば 

荏田小学校(都筑区) 9/28,30 3 造形 うめぐみ 横浜市民ギャラリーあざみ野 

緑園東小学校(泉区) 9/29[以降 10 月] 6 狂言 大蔵流狂言山本東次郎家 横浜能楽堂 

 
※今後も平成 27 年３月末まで各区の小・中・特別支援学校 137 校（予定）にてプログラムが実施されます。 
※★の学校については「Dance Dance Dance@ YOKOHAMA 2015」と連携し、スクール・オブ・ダンスとしても実施。 

 
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。 

 

記 者 発 表 資 料 

平 成 ２ ７ 年 ８ 月 ２ ６ 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 

 

《昨年度のダンスの取組みの様子》 
「身体で表現してみよう」下末吉小学校（鶴見区） 

アーティスト：Co.山田うん（ダンスカンパニー） 
コーディネーター：NPO 法人 Offsite Dance Project 

 

裏面あり 



 

【参考】平成 27 年度担当コーディネーター一覧 

 学校プログラム実施にあたり、アーティストと学校をつなぐコーディネート団体として、本

年度は 37 の芸術団体（アートＮＰＯなど）・地域の文化施設が連携し、取り組みを行います。 
 

◆アートＮＰＯ・芸術文化団体（12 団体） 

アートの時間 ＮＰＯ法人 横浜こどものひろば 

ＮＰＯ法人 あっちこっち ＮＰＯ法人 横浜シティオペラ 

ＡＲＴ ＬＡＢ ＯＶＡ 公益財団法人 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

ＮＰＯ法人 Offsite Dance Project 企業組合 Media Global 

ＮＰＯ法人 芸術家と子どもたち 民族歌舞団 荒馬座 

ＮＰＯ法人 子どもに音楽を よこはま音楽広場実行委員会 

 

◆地域の文化施設（24 団体） 

鶴見区民文化センターサルビアホール 横浜能楽堂 

神奈川区民文化センターかなっくホール 横浜にぎわい座 

港南区民文化センターひまわりの郷 横浜赤レンガ倉庫 1 号館 

旭区民文化センターサンハート 横浜市民ギャラリーあざみ野 

磯子区民文化センター杉田劇場 横浜市民ギャラリー 

緑区民文化センターみどりアートパーク 横浜市市民文化会館関内ホール 

青葉区民文化センターフィリアホール 吉野町市民プラザ 

戸塚区民文化センターさくらプラザ 岩間市民プラザ 

栄区民文化センターリリス 久良岐能舞台 

泉区民文化センターテアトルフォンテ 象の鼻テラス 

横浜美術館 急な坂スタジオ  

横浜みなとみらいホール 神奈川県立音楽堂 

 

◆事務局（１団体） 

 ＮＰＯ法人 ＳＴスポット横浜 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 ＮＰＯ法人ＳＴスポット横浜 地域連携事業部 内 

担当：田中真実・萩谷早枝子  MAIL：toiawase@y-platform.org  URL：http://y-platform.org 

 


