
 

 

 

 
 

 

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 

８・９月は作曲や造形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 146 校で実施予定です。８・９月は市立小学校 15 校、中学校４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 
 

  今年度「横浜音祭り 2019」と連携し、体験

型スペシャル版として音楽分野での取組を充

実させています。楽曲づくりと歌唱指導を行

うワークショップを通常の実施回数より増や

して実施し、学校内で成果を披露します。 

９月 18 日、25 日に実施予定のつづきの丘

小学校では、鶴見区民文化センターサルビア

ホールのコーディネートにより、「自分たちが

大事にしていること」をテーマに、オリジナ

ルソングを作曲する授業を行います。 

 

 
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 ジャンル 内容 アーティスト（敬称略） コーディネーター 

1 蒔田小学校 (南区) 
8/29,9/26  
[以降 10 月] 

6 音楽 作詞・作曲 増村エミコ 横浜市吉野町市民プラザ 

2 竹山小学校 (緑区) 9/2,4,6 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 

3 大正小学校 (戸塚区) 9/2,5,9 4 音楽 ガムラン 櫻田素子 アートの時間 

4 勝田小学校 (都筑区) 9/3,4,6 個別 音楽 創作 曽我大穂 象の鼻テラス 

5 西本郷中学校 (栄区) 
[1 回実施済] 

9/3 [以降 10月] 
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 

6 高田東小学校 (港北区) 9/4,24,26 4 ダンス 身体表現 加藤紗希 NPO 法人芸術家と子どもたち 

7 奈良の丘小学校 (青葉区) 9/5,13 1 美術 造形 山田佐映子 横浜市民ギャラリーあざみ野 

8 四季の森小学校 (旭区) 9/6,12,18,26 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 

記 者 発 表 資 料 

令 和 元 年 ８ 月 ２ ２ 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》 

「自分たちで卒業ソングを作る」桜井小学校（栄区） 

アーティスト：アベタカヒロ   

コーディネーター：栄区民文化センターリリス   

裏面あり 

 



 

9 永田台小学校 (南区) 
9/9,20 
[以降 10 月] 

個別 美術 造形 三ツ山一志 横浜美術館 

10 並木第一小学校 (金沢区) 9/12 2・3 音楽 オペラ おしゃべり音楽館 横浜市 長浜ホール 

11 中村特別支援学校 (南区) 9/13 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 

12 
北綱島特別支援学校 

(港北区) 
9/17 全 演劇 パントマイム 栗原一 Media Global 

13 
★つづきの丘小学校  

(都筑区) 

9/18,25 
[以降 10 月] 

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 

14 阿久和小学校 (瀬谷区) 
9/18,30 
[以降 11 月] 

3・4 演劇 創作 とみやまあゆみ アートの時間 

15 
美しが丘東小学校  

(青葉区) 
9/19 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 

16 上郷小学校 (栄区) 
9/19 
[以降 10 月] 

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 

17 笠間小学校 (栄区) 9/20,25,27 1 美術 造形 ドゥイ NPO 法人横浜こどものひろば 

18 篠原中学校 (港北区) 
9/24,26 
[以降 10 月] 

個別 美術 造形 ART LAB OVA ART LAB OVA 

19 磯子小学校 (磯子区) 9/25 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 

20 笹下中学校 (港南区) 
9/30 
[以降 10 月] 

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 

21 泉が丘中学校 (泉区) 
9/30 
[以降 10 月] 

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 

 
※今後も令和 2 年３月末まで各区の小・中・義務教育・特別支援学校 146 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「横浜音祭り 2019」と連携し、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


