
 

 

 

 
 

 

横浜市芸術文化教育プラットフォーム・学校プログラム 
１１月は３７校で落語や演劇創作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。11 月は市立小学校 35 校、義務教育学校 1 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、ダンスの取組も増えてい

ます。昨年度は、市内の 18 校でダンスの取組が

行われました。今年度も 16 校で、コンテンポラ

リーダンスやチアダンスなど、多彩な内容で展開

されています。 

11 月 20 日から実施予定の桜岡小学校・個別支

援学級では、急な坂スタジオのコーディネートで、

身体で表現することを一緒に楽しみ、できる喜び

を実感できるようなダンスの時間を過ごします。 

 
２ １１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 日野小学校 (港南区) 11/1,5,15 4 伝統芸能 邦楽 望月太左衛 認定 NPO 法人あっちこっち 

2 緑園西小学校 (泉区) 11/1,5,15 個別 音楽 創作 宮内康乃 NPO 法人 Offsite Dance Project 

3 
上星川小学校 

 (保土ケ谷区) 
11/5 個別 美術 造形 三ツ山一志 横浜市民ギャラリー 

4 東品濃小学校 (戸塚区) 11/5 6 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂 

5 石川小学校 (南区) 11/6 6 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂 

6 
★つづきの丘小学校 

 (都筑区) 

[5 回実施済] 
11/6 

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 

7 瀬ヶ崎小学校 (金沢区) 11/7,11,15 6 演劇 創作 山下恵実 急な坂スタジオ 

8 中丸小学校 (神奈川区) 11/11,12,13 5 音楽 オペラ 
金持亜実、浜野与志男、

青木海斗 
認定 NPO 法人あっちこっち 

9 六つ川小学校 (南区) 11/11 6 伝統芸能 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台 

10 ★菊名小学校 (港北区) 

11/11,18,21,
27,28  
[以降 12 月] 

6 音楽 作曲 国友淑弘 鶴見区民文化センターサルビアホール 

11 新田小学校 (港北区) 
11/11 
[以降 12 月] 

3 ダンス 
コンテンポラ

リーダンス 

リナ・リッチ、木檜朱実、 

サエグサユキオ、椎名利恵子 
横浜市大倉山記念館 

12 境木小学校 (戸塚区) 11/11 6 伝統芸能 狂言 善竹富太郎 久良岐能舞台 
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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 

 

《昨年度のダンスの取組の様子》 

「名前でダンス！」新田小学校（港北区） 

アーティスト：かえるＰ   

コーディネーター：急な坂スタジオ   

裏面あり 

 



 

13 大曽根小学校 (港北区) 11/12 1・2 音楽 音楽劇 音楽団体 incontro 横浜市大倉山記念館 

14 牛久保小学校 (都筑区) 11/12 6 伝統芸能 落語 瀧川鯉丸、桂小すみ 緑区民文化センターみどりアートパーク 

15 
★茅ヶ崎台小学校 

(都筑区) 

[2 回実施済] 

11/12[以降 12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 

16 常盤台小学校(保土ケ谷区) 
11/14,28 

[以降 12 月] 
5 ダンス 

コンテンポラ

リーダンス 
Co.山田うん（川合ロン） NPO 法人 Offsite Dance Project 

17 ★平戸台小学校 (戸塚区) 
[2 回実施済] 

11/14[以降 12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 

18 小机小学校 (港北区) 11/15 6 伝統芸能 落語 古今亭今いち、小泉ポロン 横浜にぎわい座 

19 荏田南小学校 (都筑区) 11/15 6 伝統芸能 落語 瀧川鯉丸、桂小すみ 緑区民文化センターみどりアートパーク 

20 東汲沢小学校 (戸塚区) 11/18,19,20 6 伝統芸能 邦楽 今井尋也 戸塚区民文化センターさくらプラザ 

21 伊勢山小学校 (泉区) 
[1 回実施済] 
11/18,28 

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 

22 二つ橋小学校 (瀬谷区) 11/19 5 伝統芸能 箏 荒井靖水、渡邊勝代 
横浜市芸術文化振興財団 

協働推進グループ 

23 桜岡小学校 (港南区) 11/20,26,28 個別 ダンス 
コンテンポラ

リーダンス 
Rie Tashiro 急な坂スタジオ 

24 豊田小学校 (栄区) 
11/21 
[以降 12 月] 

6 演劇 創作 望月純吉 NPO 法人横浜こどものひろば 

25 川島小学校 (保土ケ谷区) 11/22 4 美術 造形 こいちりょうじ 横浜市岩間市民プラザ 

26 高田小学校 (港北区) 11/22 1 美術 造形 伊東純子 横浜美術館 

27 南台小学校 (港南区) 11/25 3 音楽 アンサンブル ルロット・オーケストラ 港南区民文化センターひまわりの郷 

28 今宿小学校 (旭区) 
11/25,29 
[以降 12 月] 

個別 ダンス 
コンテンポラ

リーダンス 
Co.山田うん（川合ロン） NPO 法人 Offsite Dance Project 

29 谷本小学校 (青葉区) 11/25 6 音楽 ヴァイオリン 松田理奈 青葉区民文化センターフィリアホール 

30 平戸小学校 (戸塚区) 11/26 4・5 伝統芸能 落語 入船亭小辰 戸塚区民文化センターさくらプラザ 

31 飯島小学校 (栄区) 
11/26,29 
[以降 12 月] 

個別 美術 造形 岩田とも子 認定 NPO 法人 ST スポット横浜 

32 阿久和小学校 (瀬谷区) 
[2 回実施済] 
11/26 

3・4 演劇 創作 とみやまあゆみ アートの時間 

33 市沢小学校 (旭区) 
[1 回実施済] 

11/27[以降 12月] 
個別 美術 造形 ドゥイ NPO 法人横浜こどものひろば 

34 新治小学校 (緑区) 11/28 2・4・6 伝統芸能 邦楽 和楽団煌 緑区民文化センターみどりアートパーク 

35 
西金沢義務教育学校 

 (金沢区) 
11/28 6 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂 

36 日限山小学校 (港南区) 
11/29 
[以降 12 月] 

5 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 

37 
二つ橋高等特別支援学

校 (瀬谷区) 

11/29 
[以降 12 月] 

3 ダンス 
コンテンポラ

リーダンス 
長井江里奈 横浜赤レンガ倉庫 1 号館 

 
※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 


