
 

 

 

 
 

 

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 

１０月は合唱や絵画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。10 月は市立小学校 19 校、中学校７校、特別支援学

校１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、特別支援学校や個別支援

学級での取組も増えています。今年度は、９校の

特別支援学校、11 校の個別支援学級でプログラム

が展開されています。 

10 月４日（以降 11 月）に実施予定の市沢小学

校・個別支援学級では、ＮＰＯ法人横浜こどもの

ひろばのコーディネートにより、風、空気、食材

を素材とした、お手本もマニュアルもない、自分

なりの楽しみを見つけていく時間を目指します。 

 

 
２ １０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 ★平戸台小学校 (戸塚区) 
10/1,8  
[以降 11 月] 

4 音楽 作曲・合唱 アベタカヒロ 栄区民文化センターリリス 

2 篠原中学校 (港北区) 
[2 回実施済] 
10/1 

個別 美術 造形 ART LAB OVA ART LAB OVA 

3 泉が丘中学校 (泉区) 
[1 回実施済] 
10/1,7 

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 

4 
★つづきの丘小学校 

(都筑区) 

[2 回実施済] 

10/2,16,17 

[以降 11 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 

5 笹下中学校 (港南区) 
[1 回実施済] 
10/3,8 

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 

6 錦台中学校 (神奈川区) 10/2,3,4 3 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 

7 
若葉台特別支援学校 

(旭区) 
10/2 

小・中 

肢体不自由 
音楽 打楽器 Rythmission 旭区民文化センターサンハート 

8 
★茅ヶ崎台小学校  

(都筑区) 

10/3,10  
[以降 11 月] 

4 音楽 作曲・合唱 アベタカヒロ 栄区民文化センターリリス 
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《昨年度の取組の様子》 

「自分なりの楽しみを見つけよう」市沢小学校（旭区） 

アーティスト：ドゥイ   

コーディネーター：NPO 法人横浜こどものひろば   

裏面あり 

 



 

9 市沢小学校 (旭区) 
10/4 
[以降 11 月] 

個別 美術 造形 ドゥイ NPO 法人横浜こどものひろば 

10 善部小学校 (旭区) 10/9,23,30 5 音楽 ミュージカル 高木真里子、川村千鶴子 旭区民文化センターサンハート 

11 上郷小学校 (栄区) 
[1 回実施済] 
10/9,23 

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 

12 岡津中学校 (泉区) 10/10,17,18 3 音楽 合唱 沢崎恵美 泉区民文化センターテアトルフォンテ 

13 南舞岡小学校 (戸塚区) 

[1 回実施済] 

10/15 

[以降 12 月] 
4 伝統芸能 荒馬踊り 民族歌舞団 荒馬座 民族歌舞団 荒馬座 

14 浦島丘中学校 (神奈川区) 10/15,16,17 3 音楽 合唱 澤原正行 神奈川区民文化センターかなっくホール 

15 西本郷中学校 (栄区) 
[2 回実施済] 
10/15 

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 

16 永田台小学校 (南区) 
[1 回実施済] 
10/16 

個別 美術 造形 三ツ山一志 横浜美術館 

17 浜小学校 (磯子区) 10/16,17,18 4 伝統芸能 箏 外山香 磯子区民文化センター杉田劇場 

18 矢向小学校 (鶴見区) 10/17,18,19 5 伝統芸能 箏 丸田美紀 神奈川県立音楽堂 

19 蒔田小学校 (南区) 
[2 回実施済] 
10/17 

6 音楽 作詞・作曲 増村エミコ 横浜市吉野町市民プラザ 

20 
瀬戸ヶ谷小学校   

(保土ケ谷区) 
10/17 2 伝統芸能 和太鼓 和太鼓集団 撥當 横浜市岩間市民プラザ 

21 千秀小学校 (栄区) 10/17 全 音楽 オペラ 横浜シティオペラ NPO 法人横浜シティオペラ 

22 三ツ沢小学校 (神奈川区) 10/18,23,28 4 音楽 合唱 
上水樽力、宮原健一郎、

池羽由 
認定 NPO 法人あっちこっち 

23 三保小学校 (緑区) 10/23,24,25 3 美術 絵画 門秀彦 緑区民文化センターみどりアートパーク 

24 六浦南小学校 (金沢区) 10/29,30,31 4 美術 絵画 浅葉弾 横浜市 長浜ホール 

25 幸ヶ谷小学校 (神奈川区) 10/31 5・6 音楽 オペラ 横浜シティオペラ NPO 法人横浜シティオペラ 

26 荏子田小学校 (青葉区) 10/31 全 演劇 演劇鑑賞 とみやまあゆみ 横浜市市民文化会館関内ホール 

27 伊勢山小学校 (泉区) 
10/31 
[以降 11 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 

 


