
 

 

 

 

 

 

 

横浜市芸術文化教育プラットフォーム・学校プログラム 

１月は２０校で和太鼓やコンテンポラリーダンス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、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 142校で実施予定です。１月は市立小・特別支援学校 20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、クラシック音楽や民族音楽、合

唱など、さまざまな音楽の取組が行われています。 

1 月 10 日に実施予定の美しが丘西小学校では、「NPO

法人子どもに音楽を」のコーディネートにより、チェロ

とピアノの音楽鑑賞を行います。プロの演奏を間近で聴

いて心動かされる体験や、何かに打ち込むことの大切さ

を感じてもらえるプログラムをお届けします。 

 
 
２ １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 ★今宿小学校 (旭区) 
[2 回実施済] 
1/10,11,15,16 

個別 ダンス 
コンテンポラ

リーダンス 
んまつーポス NPO 法人 Offsite Dance Project 

2 今宿南小学校 (旭区) 1/10,17,19 3 音楽 ミュージカル 川村千鶴子、高木真里子 旭区民文化センターサンハート 

3 美しが丘西小学校 (青葉区) 1/10 5 音楽 チェロ 遠藤真理、三浦友理枝 NPO 法人子どもに音楽を 

4 南山田小学校 (都筑区) 1/10,17,21 3 ダンス 
コンテンポラ

リーダンス 
田畑真希 NPO 法人芸術家と子どもたち 

5 茅ヶ崎台小学校 (都筑区) 1/11 4 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 

6 北山田小学校 (都筑区) 
1/15,23 
[以降 2 月] 

4 音楽 現代音楽 アンサンブル・ノマド 認定 NPO 法人 ST スポット横浜 

7 
上菅田特別支援学校 

(保土ケ谷区) 

1/15,22 
[以降 2 月] 

高 1～3 音楽 創作 宮内康乃、定方まこと 認定 NPO 法人 ST スポット横浜 

8 日野南小学校 (港南区) 1/16,17,28 5 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂 

9 さわの里小学校 (磯子区) 1/16 1 美術 造形 宇田川純子 横浜市民ギャラリー 

10 釜利谷東小学校 (金沢区) 1/17 3 伝統芸能 和太鼓 民族歌舞団 荒馬座 民族歌舞団 荒馬座 

11 東中田小学校 (泉区) 1/17 [以降 2 月] 4 ダンス 身体表現 一彩 泉区民文化センターテアトルフォンテ 

12 盲特別支援学校 (神奈川区) 1/17 全 音楽 チェロ・朗読 長谷部一郎、伊原農 神奈川区民文化センターかなっくホール  

13 本牧南小学校 (中区) 1/18,21,22 6 伝統芸能 邦楽 今井尋也 NPO 法人 Offsite Dance Project 

記 者 発 表 資 料 

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ８ 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 

 

《昨年度の音楽の取組の様子》美しが丘西小学校 (青葉区) 

 「ヴァイオリンを間近で聴く」 

アーティスト：南紫音、山中惇史 

コーディネーター：NPO 法人子どもに音楽を 

裏面あり 

 



 

14 中村特別支援学校 (南区) 1/21 全 音楽 弦楽器 レスパス弦楽四重奏団 横浜市吉野町市民プラザ 

15 竹山小学校 (緑区) 1/23,24,25 2 音楽 創作 イーガル 象の鼻テラス 

16 
東俣野特別支援学校 

 (戸塚区) 
1/23,24,25 全 伝統芸能 邦楽 石川弥生 戸塚区民文化センターさくらプラザ 

17 池上小学校 (神奈川区) 1/25 6 伝統芸能 落語 笑福亭里光、鏡味よし乃 横浜にぎわい座 

18 下永谷小学校 (港南区) 1/26 3 音楽 パーカッション 
パーカッションアンサ

ンブル にまるく 
Media Global 

19 小菅ヶ谷小学校 (栄区) 1/29,30 3 伝統芸能 和太鼓 民族歌舞団 荒馬座 民族歌舞団 荒馬座 

20 瀬谷さくら小学校 (瀬谷区) 
1/30,31 
[以降 2 月] 

6 美術 
アニメーション

制作 
伊藤浩平 横浜市民ギャラリー 

 
※今後も平成 31 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。 
※★の学校については「DanceDanceDance@YOKOHAMA2018」と連携し、スクール・オブ・ダンスとしても実施します。 

 
 
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。 

 
 
４ トークイベントのお知らせ 
 

横浜市芸術文化教育プラットフォームでは、以下の通り、トークイベントを開催します。ご

興味をお持ちの方はどなたでもご参加いただけます。 

 

横浜市芸術文化教育プラットフォーム・トークシリーズ 『アート×教育 共有しあう役割を考える』 

【美術館と子どもたちをつなぐ】 

日 時：2019 年１月 16 日(水) 19：00～21：00 

会 場：ＳＴスポット（横浜市西区北幸 1-11-15 横浜ＳＴビル B1）（横浜駅から徒歩 10 分） 

ゲスト：端山聡子（横浜美術館 教育普及グループチームリーダー） 

    塚田美紀（世田谷美術館 学芸員） 

対 象：教育と芸術文化の接点についてご興味をお持ちの方。主に文化施設や芸術団体に関

わる方を想定していますが、ご興味をお持ちの方はどなたでもご参加いただけます。 

参加費：無料 

文化施設と子どもたちや若者をつなぐ取組について、ふたつの美術館の事例から考えを深めていき

ます。特に芸術文化の関わりが必要と感じられていながらも触れる機会が少ないとされている中高

生や若者を対象とした取組から、文化施設等の社会教育的役割について再考し、そこで行われる教

育活動がどのように社会とつながっていくのか、その可能性について探っていきます。 

■お申込み■ 

件名を「1/16 トークイベント参加」として、以下の内容をこちらのメールアドレス

（toiawase@y-platform.org）までお送りください。または、ＦＡＸ（045-325-0414）で、同

内容をお送りいただいても結構です。こちらからの返信をもってご予約完了となります。 

①お名前（ふりがな）／②ご所属（任意）／③当日連絡用の電話番号 
 
 

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：https://y-platform.org 

 


