
 

 

 

 
 
 

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月は民族音楽や和楽器体験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。11 月は市立小学校 37 校、中学校２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、個別支援学級での取組も増えてい

ます。今年度は、16 校の個別支援学級でプログラムが展

開される予定です。 

11 月 17 日（2 回目以降 12 月）に実施予定の上星川小学

校では、横浜市民ギャラリーのコーディネートにより、

赤・黄・青・白の４色の絵の具を混ぜてつくった“自分だ

けの色”で、大きな紙に絵を描く体験を行います。子ども

たちが自分で表現できる喜びを、感じられる機会とします。 
 
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 
神奈川小学校 

(神奈川区) 

[3 回実施済] 
11/2 

4 伝統芸能 邦楽 望月秀幸 神奈川区民文化センターかなっくホール 

2 高田小学校 (港北区) 11/2,10,11 1 美術 造形 ART LAB OVA ART LAB OVA 

3 
美しが丘西小学校 

(青葉区) 
11/2 5 音楽 チェロ 辻本玲 NPO 法人子どもに音楽を 

4 大正小学校 (戸塚区) 11/2,5,9 4 音楽 ガムラン 櫻田素子 アートの時間 

5 
瀬谷さくら小学校 

(瀬谷区) 
11/2 6 伝統芸能 落語 瀧川鯉丸、小泉ポロン 横浜にぎわい座 

6 
西寺尾第二小学校 

(神奈川区) 
11/4 3・4 音楽 オペラ 

大隅麻奈未、中山千恵、

君島宏昭、田中健 
NPO 法人横浜シティオペラ 

7 永田台小学校 (南区) 
[1 回実施済] 
11/4,18 

個別 美術 造形 三ツ山一志 横浜美術館 

8 市沢小学校 (旭区) 
[1 回実施済] 
11/4,25 

個別 音楽 ラテン音楽 ぴんたろー NPO 法人横浜こどものひろば 

9 緑園東小学校 (泉区) 
11/4,19,20,25
[以降 12 月] 

個別 ダンス 身体表現 長井江里奈 認定 NPO 法人 ST スポット横浜 

10 芹が谷小学校 (港南区) 11/5 3 音楽 ラテン音楽 ぴんたろー NPO 法人横浜こどものひろば 

11 上白根小学校 (旭区) 
[1 回実施済] 
11/5,19 

3 演劇 創作 有吉宣人、大道朋奈 旭区民文化センターサンハート 

12 
並木中央小学校 

(金沢区) 
11/5,9,11 個別 音楽 民族音楽 

ワールドアサンテファ

ミリー倶楽部 
横浜市 長浜ホール 

13 上郷小学校 (栄区) 11/5,12,19 5 音楽 合唱 沢崎恵美、山川高風 栄区民文化センターリリス 

14 蒔田中学校 (南区) 11/5 夜間 伝統芸能 和太鼓 和太鼓集団 撥當 横浜市吉野町市民プラザ 

15 下野谷小学校 (鶴見区) 11/6,10,16 3 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 
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ＳＴスポット横浜、横浜市芸術文化振興財団     
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《昨年の個別支援学級での取組の様子》 

「おおきな紙に絵をかこう」上星川小学校（保土ケ谷区） 

アーティスト：三ツ山一志   

コーディネーター：横浜市民ギャラリー   

裏面あり 

 



 

16 峯小学校 (保土ケ谷区) 11/6,13,20 4 美術 水彩画 皆川琴美 横浜市岩間市民プラザ 

17 新田小学校 (港北区) 11/6 3 音楽 声楽 河野陽子、荒井裕子 横浜市大倉山記念館 

18 
さつきが丘小学校 

(青葉区) 

[1 回実施済] 
11/6,25 

個別 音楽 
音楽ワーク

ショップ 

おとみっく（坂本夏樹、

桜井しおり） 
青葉区民文化センターフィリアホール 

19 東汲沢小学校 (戸塚区) 11/9,12,13 6 伝統芸能 小鼓 今井尋也 戸塚区民文化センターさくらプラザ 

20 
美しが丘東小学校 

(青葉区) 
11/10 6 音楽 打楽器 

はっぴーたーん（富田真

以子、戸崎可梨） 
青葉区民文化センターフィリアホール 

21 桜井小学校 (栄区) 
11/11 
[以降 12 月] 

6 音楽 作詞・作曲 アベタカヒロ 栄区民文化センターリリス 

22 善部小学校 (旭区) 11/12 5 音楽 打楽器 フラワービート 旭区民文化センターサンハート 

23 南台小学校 (港南区) 11/13 5 音楽 アンサンブル アンサンブル・ルディック 港南区民文化センターひまわりの郷 

24 蒔田小学校 (南区) 
11/16,30 
[以降 12 月] 

6 伝統芸能 よさこい 近藤一美 横浜市吉野町市民プラザ 

25 
★神奈川中学校 

(神奈川区) 
11/16 個別 美術 身体表現 花崎攝 横浜美術館 

26 
今井小学校 

(保土ケ谷区) 
11/17 6 伝統芸能 落語 春風亭愛橋 横浜市岩間市民プラザ 

27 
上星川小学校 

(保土ケ谷区) 

11/17 
[以降 12 月] 

個別 美術 造形 三ツ山一志 横浜市民ギャラリー 

28 今宿小学校 (旭区) 11/18 6 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂 

29 文庫小学校 (金沢区) 11/18,19,26 4 音楽 民族音楽 
ワールドアサンテファ

ミリー倶楽部 
横浜市 長浜ホール 

30 日野小学校 (港南区) 11/19,24,30 4 音楽 合唱 
宮原健一郎、池羽由、 

青木智哉 
認定 NPO 法人あっちこっち 

31 牛久保小学校 (都筑区) 11/20 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 

32 下永谷小学校 (港南区) 11/24 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 

33 平戸小学校 (戸塚区) 11/26 4 伝統芸能 落語 瀧川鯉丸、立川幸吾 横浜にぎわい座 

34 
横浜深谷台小学校 

(戸塚区) 
11/26 5・6 伝統芸能 箏 寺井奈美 戸塚区民文化センターさくらプラザ 

35 千秀小学校 (栄区) 11/26 4～6 音楽 
ピアノ・ 

チェロ 
碓井俊樹、有泉芳史 栄区民文化センターリリス 

36 岸谷小学校 (鶴見区) 11/27 6 音楽 打楽器 Hopscoootch! 鶴見区民文化センターサルビアホール 

37 朝比奈小学校 (金沢区) 11/27 6 伝統芸能 三味線 
杵屋勝くに緒、東音阪本

剛二郎、杵屋勝之玲 

横浜市芸術文化振興財団 

協働推進グループ 

38 駒林小学校 (港北区) 11/27 6 伝統芸能 狂言 狂言方大蔵流 山本東次郎家 横浜能楽堂 

39 東山田小学校 (都筑区) 11/30 5 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 
 

※今後も令和３年３月末まで各区の小・中・義務教育・特別支援学校 131 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「ヨコハマトリエンナーレ 2020」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。 

 

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について】 

学校プログラムは、通常の教育活動と同様に、横浜市教育委員会が発出した「横浜市立学校

の教育活動の再開に関するガイドライン」に基づいた感染症対策を講じたうえで実施します。 
 

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 


