
平成２７年度文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）　実施校一覧

大項目 中項目 その他 第1回 第2回 第3回

1 北海道 標茶町立阿歴内小中学校 白佐　武史 音楽 弦楽器 6月25日(木) ― ―

2 北海道 稚内市立上勇知小中学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 7月2日(木) ― ―

3 北海道 釧路市立中徹別小学校 白佐　武史 音楽 弦楽器 6月29日(月) ― ―

4 北海道 稚内市立増幌小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 7月3日(金) ― ―

5 北海道 北海道浜頓別高等学校 今井　彩子 音楽 弦楽器 10月16日(金) ― ―

6 北海道 稚内市立稚内東小学校 木内　佳苗 音楽 ピアノ 7月8日(水) ― ―

7 北海道 稚内市立稚内南小学校 木内　佳苗 音楽 ピアノ 7月8日(水) ― ―

8 北海道 函館市立中の沢小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、弦楽器、
管楽器

8月25日(火) ― ―

9 北海道 函館市立桔梗小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 6月9日(火) ― ―

10 北海道 函館市立金掘小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月15日(水) ― ―

11 北海道 旭川市立近文第一小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 6月18日(木) ― ―

12 北海道 函館市立赤川小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 6月8日(月) ― ―

13 北海道 小樽市立潮見台小学校 三ツ江　匡弘 伝統芸能 能楽 7月2日(木) ― ―

14 北海道 旭川市立近文第二小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 6月17日(水) ― ―

15 北海道 伊達市立稀府小学校 宗像　佳代 演劇 その他 6月15日(月) 6月16日(火) ―

16 北海道 北斗市立石別小学校 川村　紀子 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月3日(金) ― ―

17 北海道 星槎もみじ中学校 渡邊　晃伸 伝統芸能 和太鼓 6月9日(火) 6月11日(木) 6月23日(火)

18 北海道 稚内市立潮見が丘小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 6月29日(月) 6月30日(火) 7月1日(水)

19 北海道 北海道八雲養護学校 磯崎　道佳 美術 その他 現代アート 6月18日(木) 7月1日(水) ―

20 北海道 函館市立本通小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、弦楽器、
管楽器

8月26日(水) ― ―

21 北海道 網走市立中央小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 9月29日(火) 10月1日(木) ―

22 北海道 北斗市立谷川小学校 川村　紀子 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月2日(木) 7月3日(金) ―

23 北海道 洞爺湖町立虻田小学校 宗像　佳代 演劇 その他 9月7日(月) 9月8日(火) ―

24 北海道 網走市立南小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 9月30日(水) 10月2日(金) ―

25 北海道 富良野市立山部小学校 石川　慶太 演劇 現代劇 8月24日(月) 9月2日(水) 9月9日(水)

26 北海道 富良野市立布部小学校 松本　りき 演劇 現代劇 8月27日(木) 9月9日(水) 9月17日(木)

27 北海道 富良野市立富良野小学校 太田　竜介 演劇 現代劇 9月3日(木) 9月9日(水) 9月14日(月)

28 北海道 網走市立潮見小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 9月28日(月) 10月2日(金) ―

29 北海道 網走市立西小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 9月29日(火) 10月1日(木) ―

30 北海道 富良野市立東小学校 納谷　千絵 演劇 現代劇 9月3日(木) 9月10日(木) 9月17日(木)

実施分野 実施日

番号
都道府県・政令

指定都市
実施希望校 講師氏名
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31 北海道 網走市立網走小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 9月28日(月) 9月30日(水) ―

32 北海道 小樽市立向陽中学校 荒川　善孝 伝統芸能 その他 雅楽 11月25日(水) ― ―

33 北海道 小樽市立松ヶ枝中学校 菊地　潤子 伝統芸能 箏 12月17日(木) ― ―

34 北海道 富良野市立樹海中学校 松木　綾濃 演劇 現代劇 8月28日(金) 9月2日(水) 9月9日(水)

35 北海道 富良野市立麓郷中学校 六条　年幸 演劇 現代劇 9月3日(木) 9月11日(金) 9月17日(木)

36 北海道 富良野市立扇山小学校 東　誠一郎 演劇 現代劇 9月3日(木) 9月10日(木) 10月8日(木)

37 北海道
中富良野町立中富良野中学
校

大山　茂樹 演劇 現代劇 8月28日(金) 9月4日(金) 9月11日(金)

38 北海道 小樽市立緑小学校 三ツ江　匡弘 伝統芸能 能楽 6月23日(火) 7月7日(火) 9月8日(火)

39 北海道 小樽市立潮見台中学校 菊地　潤子 伝統芸能 箏 12月11日(金) ― ―

40 北海道 旭川市立近文小学校 森橋　章子 美術 その他 陶芸 12月1日(火) 1月25日(月) ―

41 北海道 北海道苫小牧西高等学校 今井　敏勝 音楽 管楽器 8月8日(土) 11月14日(土) 12月19日(土)

42 北海道 標津町立標津小学校 細見　浩 美術 版画 10月27日(火) 10月29日(木) 11月4日(水)

43 北海道 標津町立川北中学校 細見　浩 美術 版画 9月3日(木) 9月10日(木) 9月17日(木)

44 北海道 江差町立江差北小学校 杉山　由夫 伝統芸能 その他 江差追分 11月17日(火) 12月15日(火) 1月26日(火)

45 北海道 江差町立江差北中学校 淡路　絵里佳 伝統芸能 その他 江差追分 1月27日(水) 2月8日(月) 2月12日(金)

46 北海道 江差町立江差小学校 浅沼　春義 伝統芸能 その他 江差追分 11月11日(水) 11月18日(水) 11月26日(木)

47 北海道 江差町立南が丘小学校 菊地　勲 伝統芸能 その他 江差追分 11月26日(木) 12月1日(火) 12月4日(金)

48 北海道 江差町立江差中学校 浅沼　和子 伝統芸能 その他 江差追分 1月21日(木) 1月28日(木) ―

1 青森県
弘前大学教育学部附属中学
校

小谷野　哲郎 音楽 その他
ガムラン、舞踊、
影絵

10月22日(木) ― ―

2 青森県 つがる市立瑞穂小学校 向井　勝實 美術 彫刻 9月15日(火) 9月17日(木) 9月18日(金)

3 青森県 青森県立八戸東高等学校 中屋敷　法仁 演劇 現代劇 12月1日(火) 12月2日(水) ―

4 青森県 南部町立福地小学校 松尾　由利子 生活文化 茶道 9月14日(月) 11月9日(月) 12月14日(月)

5 青森県 南部町立杉沢小学校 坂本　久紀 伝統芸能 その他 えんぶり 12月3日(木) 1月29日(金) ―

6 青森県 青森市立高田小学校 室谷　昭廣 伝統芸能 その他 高田獅子舞 10月13日(火) 10月27日(火) 11月10日(火)

7 青森県 八戸市立町畑小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

7月16日(木) ― ―

8 青森県 八戸市立吹上小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

6月11日(木) ― ―

9 青森県 八戸市立明治小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

6月10日(水) ― ―

1 岩手県 岩手県立宮古高等学校 森　知英 音楽 ピアノ 6月5日(金) ― ―

2 岩手県 岩手県立一関清明支援学校 簗瀬　恵子 演劇 人形劇 7月3日(金) ― ―

1 宮城県 宮城県工業高等学校 小谷野　哲郎 音楽 その他
バリ島の音楽と
舞踊

1月25日(月) 1月28日(木) 1月29日(金)
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2 宮城県 宮城県田尻さくら高等学校 高山　広 演劇 その他 ひとり芝居 1月14日(木) ― ―

3 宮城県 宮城県仙台三桜高等学校 安田　雅弘 演劇 現代劇 7月18日(土) 7月19日(日) 7月20日(月)

4 宮城県 宮城県東松島高等学校 公家　義徳 演劇 現代劇 7月27日(月) 7月28日(火) 7月29日(水)

5 宮城県 宮城県亘理高等学校 斎藤　博 音楽 弦楽器 10月29日(木) 11月5日(木) 11月12日(木)

6 宮城県 宮城県田尻さくら高等学校 山本　江里子 大衆芸能 落語 9月10日(木) ― ―

7 宮城県 西山学院高等学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 6月22日(月) 11月13日(金) 11月14日(土)

8 宮城県 塩竈市立玉川中学校 建部　恭子 美術 書 12月9日(水) 12月16日(水) 1月13日(水)

9 宮城県 富谷町立富谷中学校 藪野　健 美術 洋画 7月1日(水) ― ―

10 宮城県 川崎町立富岡中学校 山口　敦 大衆芸能 落語 9月11日(金) ― ―

11 宮城県 登米市立米川小学校 入岡　雅人 大衆芸能 その他 大道芸 11月28日(土) ― ―

12 宮城県 石巻市立須江小学校 茂木　寿哉 美術 その他 陶芸 6月9日(火) 9月11日(金) 11月20日(金)

13 宮城県 大崎市立敷玉小学校 佐藤　三昭 伝統芸能 和太鼓 6月3日(水) 11月17日(火) 1月27日(水)

14 宮城県 塩竈市立浦戸第二小学校 熊谷　盛 演劇 現代劇 9月9日(水) 9月16日(水) 10月7日(水)

15 宮城県 大崎市立大貫小学校 安田　登 伝統芸能 能楽 6月2日(火) ― ―

16 宮城県 角田市立枝野小学校 荒川　喜美枝 伝統芸能 和太鼓 6月4日(木) 9月30日(水) 2月24日(水)

1 秋田県 秋田市立種平小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

9月29日(火) ― ―

2 秋田県 橫手市立山内小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

9月29日(火) ― ―

3 秋田県 秋田市立太平小学校 田口　召平 美術 その他 オエダラ箕 7月9日(木) 7月16日(木) ―

4 秋田県 由利本荘市立矢島中学校 工藤　貴美子 生活文化 茶道 11月12日(木) 11月19日(木) 11月26日(木)

1 山形県
山形県立鶴岡南高等学校山
添校

遠藤　重和 伝統芸能 能楽 7月9日(木) 10月2日(金) 10月22日(木)

2 山形県 最上町立赤倉小学校 井上　陽子 音楽 パーカッション 9月17日(木) ― ―

3 山形県 最上町立大堀小学校 高嶋　敏美 音楽 弦楽器 10月14日(水) ― ―

4 山形県 金山町立有屋小学校 高嶋　敏美 音楽 その他
ピアノ、声楽、弦
楽器

9月18日(金) 10月9日(金) 11月20日(金)

5 山形県 最上町立富沢小学校 高嶋　敏美 音楽 弦楽器 11月4日(水) ― ―

6 山形県 山形県立庄内農業高等学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 6月21日(日) 10月18日(日) 10月19日(月)

7 山形県 鶴岡市立朝暘第一小学校 佐藤　暁子 文学 朗読 7月2日(木) 9月17日(木) 10月15日(木)

8 山形県 河北町立北谷地小学校 高原　隆 大衆芸能 落語 9月30日(水) ― ―

9 山形県 川西町立大塚小学校 菊地　悦郎 文学 その他 読み聞かせ 10月24日(土) ― ―

10 山形県 川西町立犬川小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 9月30日(水) 10月1日(木) ―

11 山形県
山形県立新庄神室産業高等
学校

後藤　純悦 音楽 弦楽器 10月16日(金) ― ―
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1 福島県 天栄村立湯本中学校 渡部　一 舞踊 その他 よさこい 6月30日(火) 7月7日(火) 7月14日(火)

2 福島県 只見町立朝日小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 10月21日(水) 10月22日(木) ―

3 福島県 田村市立古道小学校 荒川　喜美枝 伝統芸能 和太鼓 6月10日(水) 9月16日(水) 10月7日(水)

4 福島県 いわき市立湯本第三中学校 長谷川　朝子 演劇 ミュージカル 9月24日(木) 10月19日(月) 10月31日(土)

5 福島県 川俣町立富田小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 7月9日(木) ― ―

6 福島県 喜多方市立熊倉小学校 板橋　亮 音楽 管楽器 10月10日(土) ― ―

7 福島県 二本松市立大平小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 9月25日(金) ― ―

8 福島県 中島村立吉子川小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 6月10日(水) 9月9日(水) 9月16日(水)

9 福島県 北塩原村立第一中学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 6月25日(木) 7月13日(月) 8月9日(日)

10 福島県 伊達市立粟野小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 6月1日(月) 6月8日(月) 6月14日(日)

11 福島県 田村市立要田小学校 佐藤　さおり 伝統芸能 箏
箏、三味線、尺
八、琵琶

11月9日(月) 11月10日(火) ―

12 福島県 福島市立矢野目小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 6月27日(土) ― ―

13 福島県 会津若松市立日新小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 6月17日(水) 7月1日(水) 7月16日(木)

14 福島県 福島市立鎌田小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 6月11日(木) ― ―

15 福島県 福島市立森合小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 6月21日(日) 6月22日(月) 7月31日(金)

16 福島県 福島市立福島第三小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 9月17日(木) 10月15日(木) 11月19日(木)

17 福島県 福島市立岳陽中学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 6月3日(水) 7月26日(日) 11月2日(月)

18 福島県 福島市立岡山小学校 門田　百合子 音楽 声楽 9月15日(火) ― ―

19 福島県 福島市立野田小学校 門田　百合子 音楽 声楽 10月24日(土) ― ―

20 福島県 檜枝岐村立檜枝岐中学校 松田　典裕 大衆芸能 その他 大道芸 11月6日(金) ― ―

21 福島県 田村市立滝根中学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 8月8日(土) 8月17日(月) 10月29日(木)

22 福島県 湯川村立勝常小学校 木内　佳苗 音楽 ピアノ 11月27日(金) ― ―

23 福島県 泉崎村立泉崎第一小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 6月18日(木) ― ―

24 福島県 福島市立蓬莱中学校 駒込　綾 音楽 弦楽器 6月7日(日) 7月4日(土) ―

25 福島県 喜多方市立第二小学校 木内　佳苗 音楽 ピアノ 11月26日(木) ― ―

26 福島県 福島市立福島第四中学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 11月21日(土) ― ―

27 福島県 福島市立余目小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 10月14日(水) 10月24日(土) ―

28 福島県 会津若松市立永和小学校 武藤　セツ子 美術 洋画 10月6日(火) 10月7日(水) ―

29 福島県 白河市立白河第一小学校 東　義直 音楽 弦楽器 6月3日(水) 6月27日(土) 8月7日(金)

30 福島県 福島市立三河台小学校 門田　百合子 音楽 声楽 9月28日(月) ― ―
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31 福島県 福島県立盲学校 川島　昭恵 文学 朗読 10月31日(土) ― ―

32 福島県 会津若松市立湊小学校 武藤　セツ子 美術 版画 9月8日(火) 9月9日(水) ―

33 福島県 田村市立船引小学校 江頭　耕治 舞踊 現代舞踊 6月10日(水) 6月17日(水) 6月24日(水)

1 茨城県
茨城県立常陸太田特別支援
学校

過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月9日(火) 12月18日(金) ―

2 茨城県 日立市立山部小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

6月19日(金) ― ―

3 茨城県 牛久市立奥野小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

10月9日(金) ― ―

4 茨城県 牛久市立牛久第二小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

7月17日(金) ― ―

5 茨城県 小美玉市立玉里北小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 12月14日(月) 12月15日(火) 12月16日(水)

6 茨城県 河内町立みずほ小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

10月21日(水) ― ―

7 茨城県 桜川市立紫尾小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 7月15日(水) ― ―

8 茨城県 桜川市立猿田小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

11月21日(土) ― ―

9 茨城県 阿見町立君原小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

11月24日(火) ― ―

10 茨城県 茨城県立磯原郷英高等学校 野口　不二子 音楽 ピアノ 10月22日(木) ― ―

11 茨城県 稲敷市立阿波小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

12月3日(木) ― ―

12 茨城県 稲敷市立浮島小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

1月22日(金) ― ―

13 茨城県 茨城県立鹿島灘高等学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月8日(月) 6月22日(月) 7月6日(月)

14 茨城県 茨城県立結城特別支援学校 蓮沼　万里 音楽 ピアノ
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

9月9日(水) ― ―

15 茨城県
かすみがうら市立安飾小学
校

三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

6月5日(金) ― ―

16 茨城県
かすみがうら市立下大津小
学校

三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

11月20日(金) ― ―

17 茨城県
かすみがうら市立美並小学
校

三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

7月1日(水) ― ―

18 茨城県
高山真名学園つくば市立高
山中学校

太田　晶久 音楽 管楽器 10月13日(火) 10月14日(水) 10月24日(土)

19 茨城県 筑西市立鳥羽小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

11月7日(土) ― ―

20 茨城県 筑西市立嘉田生崎小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

12月9日(水) ― ―

21 茨城県 取手市立取手第二中学校 水野　紀美子 伝統芸能 箏 7月6日(月) 7月7日(火) 7月8日(水)

22 茨城県 久慈川三育小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 6月24日(水) ― ―

23 茨城県 常陸大宮市立山方小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 10月15日(木) 11月30日(月) 12月7日(月)

24 茨城県 守谷市立郷州小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 8月27日(木) 9月25日(金) 10月24日(土)

25 茨城県 つくばみらい市立三島小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

9月18日(金) ― ―

26 茨城県
かすみがうら市立志士庫小
学校

三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

6月12日(金) 10月8日(木) ―

27 茨城県 利根町立文小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 9月16日(水) ― ―
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28 茨城県 筑西市立中小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

2月26日(金) ― ―

29 茨城県 筑西市立養蚕小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

11月11日(水) ― ―

30 茨城県 茨城県立協和特別支援学校 荒井　範昭 演劇 その他
パントマイム、ク
ラウン

12月14日(月) 12月15日(火) 12月16日(水)

31 茨城県 龍ケ崎市立龍ケ崎小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 6月25日(木) ― ―

32 茨城県 古河市立下大野小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 6月17日(水) 6月18日(木) ―

33 茨城県 古河市立小堤小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 9月10日(木) ― ―

34 茨城県 古河市立仁連小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 1月21日(木) ― ―

35 茨城県 水戸市立吉田小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月11日(木) 6月12日(金) ―

36 茨城県 水戸市立笠原小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月3日(水) 6月4日(木) 6月5日(金)

37 茨城県 取手市立白山西小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

6月10日(水) ― ―

38 茨城県 取手市立取手小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 11月10日(火) ― ―

39 茨城県 取手市立永山小学校 水野　紀美子 伝統芸能 箏 12月9日(水) ― ―

40 茨城県 茨城県立土浦工業高等学校 与儀　実篤 美術 写真 8月10日(月) 9月13日(日) 10月11日(日)

41 茨城県 大洗町立大洗小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 12月11日(金) ― ―

42 茨城県 美浦村立安中小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

11月15日(日) ― ―

43 茨城県 神栖市立柳川小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 7月16日(木) ― ―

44 茨城県 東海村立中丸小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月26日(金) ― ―

45 茨城県 ひたちなか市立田彦小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 12月17日(木) 12月21日(月) 12月22日(火)

46 茨城県 ひたちなか市立高野小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 1月18日(月) 1月20日(水) ―

47 茨城県 常総市立玉小学校 小林　和子 音楽 その他 7月3日(金) 10月7日(水) 2月25日(木)

48 茨城県 茨城県立内原特別支援学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 12月10日(木) ― ―

49 茨城県 茨城県立盲学校 鈴木　弓 音楽 その他
ピアノ、声楽、管
楽器

10月19日(月) 12月9日(水) ―

50 茨城県 水戸市立城東小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 11月25日(水) 11月26日(木) 11月27日(金)

51 茨城県 取手市立久賀小学校 神長　登美 美術 書 7月3日(金) 9月25日(金) 10月2日(金)

52 茨城県 取手市立藤代小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 11月18日(水) ― ―

53 茨城県 鹿嶋市立鹿島小学校 西畑　久美子 音楽 ピアノ 12月18日(金) ― ―

54 茨城県 結城市立結城西小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 11月4日(水) 11月5日(木) ―

55 茨城県 茨城県立美浦特別支援学校 小野瀬　はるか 音楽 弦楽器
ピアノ、声楽、弦
楽器

10月7日(水) ― ―

56 茨城県 神栖市立須田小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 7月7日(火) ― ―

57 茨城県 茨城町立長岡小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 9月28日(月) 9月29日(火) 9月30日(水)
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58 茨城県 大子町立だいご小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 9月25日(金) ― ―

59 茨城県 大子町立黒沢小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 11月7日(土) ― ―

60 茨城県 龍ケ崎市立馴馬台小学校 松下　洋子 伝統芸能 日本舞踊 11月11日(水) ― ―

61 茨城県 城里町立常北小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 9月2日(水) 9月8日(火) 9月15日(火)

62 茨城県 笠間市立友部第二小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月1日(月) 6月2日(火) ―

63 茨城県 笠間市立友部小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 11月17日(火) 11月18日(水) 11月19日(木)

64 茨城県 東海村立舟石川小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 9月4日(金) 9月7日(月) 9月11日(金)

65 茨城県 東海村立白方小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 12月4日(金) ― ―

66 茨城県 那珂市立芳野小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 1月22日(金) 1月29日(金) ―

67 茨城県 那珂市立瓜連小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月23日(火) 6月24日(水) 6月25日(木)

68 茨城県 那珂市立横堀小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 10月16日(金) 11月6日(金) ―

69 茨城県
茨城大学教育学部附属特別
支援学校

過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 1月15日(金) 1月19日(火) 1月28日(木)

70 茨城県 茨城県立勝田特別支援学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月22日(月) 9月10日(木) 10月9日(金)

71 茨城県 ひたちなか市立佐野小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月19日(金) 7月3日(金) 7月10日(金)

72 茨城県
ひたちなか市立三反田小学
校

過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 10月5日(月) 10月6日(火) 10月7日(水)

73 茨城県 ひたちなか市立勝倉小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 7月6日(月) 7月9日(木) ―

74 茨城県 常総市立大花羽小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

7月16日(木) ― ―

75 茨城県 常総市立石下小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

10月30日(金) ― ―

76 茨城県 水戸市立赤塚小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 9月24日(木) 10月1日(木) 10月8日(木)

77 茨城県 水戸市立酒門小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 12月1日(火) 12月2日(水) 12月3日(木)

78 茨城県 水戸市立柳河小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 9月3日(木) 11月12日(木) 1月21日(木)

79 茨城県 水戸市立見川小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 9月16日(水) 9月17日(木) 9月18日(金)

80 茨城県 取手市立藤代南中学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 11月9日(月) ― ―

81 茨城県
茨城県立北茨城特別支援学
校

荒井　範昭 演劇 その他 パントマイム 7月15日(水) ― ―

82 茨城県
茨城県立北茨城特別支援学
校

加藤　幸司 音楽 パーカッション 9月24日(木) 9月25日(金) ―

83 茨城県 取手市立稲小学校 神長　登美 美術 書 9月18日(金) 9月24日(木) 10月1日(木)

84 茨城県 水戸市立国田中学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月8日(月) 6月15日(月) 6月29日(月)

1 栃木県
栃木県立佐野高等学校附属
中学校

古橋　紀子 伝統芸能 箏 1月13日(水) 1月20日(水) 1月27日(水)

2 栃木県
栃木県立宇都宮東高等学校
附属中学校

田代　恭子 伝統芸能 箏 箏、三味線 12月8日(火) 12月9日(水) 12月10日(木)

3 栃木県
栃木県立矢板東高等学校附
属中学校

福田　文子 伝統芸能 箏 12月15日(火) 12月16日(水) 12月17日(木)
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4 栃木県 宇都宮短期大学附属中学校 阿久澤　政行 音楽 ピアノ 7月14日(火) ― ―

5 栃木県 栃木県立大田原東高等学校 蓮沼　秀昭 音楽 管楽器 12月8日(火) ― ―

6 栃木県 栃木県立宇都宮南高等学校 福田　文子 伝統芸能 箏 1月21日(木) 1月25日(月) 1月26日(火)

7 栃木県 栃木県立鹿沼商工高等学校 福田　文子 伝統芸能 箏 9月15日(火) 9月16日(水) 9月17日(木)

8 栃木県 栃木県立鹿沼東高等学校 福田　文子 伝統芸能 箏 9月28日(月) 9月29日(火) 9月30日(水)

9 栃木県 栃木県立上三川高等学校 福田　文子 伝統芸能 箏 9月9日(水) 9月10日(木) 9月11日(金)

10 栃木県
宇都宮短期大学附属高等学
校

木主　里絵 音楽 管楽器 10月14日(水) ― ―

11 栃木県 那珂川町立馬頭小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 10月23日(金) ― ―

12 栃木県 宇都宮市立宝木中学校 藤平　昌寿 音楽 管楽器 6月13日(土) 6月27日(土) 7月11日(土)

13 栃木県 高根沢町立上高根沢小学校 小川　郁雄 演劇 人形劇 6月5日(金) ― ―

14 栃木県 足利市立富田中学校 山岡　美奈子 伝統芸能 箏 箏、尺八 6月24日(水) 6月25日(木) 6月26日(金)

15 栃木県 塩谷町立大宮小学校 石下　有美 音楽 その他 エレクトーン 10月6日(火) ― ―

16 栃木県 鹿沼市立さつきが丘小学校 藤平　昌寿 音楽 管楽器 6月1日(月) 6月15日(月) 6月29日(月)

17 栃木県 真岡市立山前中学校 佐藤　貞子 伝統芸能 箏 1月27日(水) 1月28日(木) ―

18 栃木県 下野市立細谷小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 2月24日(水) ― ―

19 栃木県 さくら市立氏家小学校 織田　陽子 伝統芸能 和太鼓 10月20日(火) ― ―

20 栃木県 鹿沼市立東小学校 伊藤　渉 美術 版画 11月5日(木) 11月12日(木) 11月19日(木)

21 栃木県 真岡市立長沼中学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

12月11日(金) ― ―

22 栃木県 小山市立中小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

9月24日(木) ― ―

23 栃木県 さくら市立喜連川小学校 織田　陽子 伝統芸能 和太鼓 10月28日(水) ― ―

24 栃木県 日光市立下原小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月16日(火) 6月17日(水) 6月18日(木)

25 栃木県 真岡市立中村小学校 蓮沼　万里 音楽 ピアノ
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

11月19日(木) ― ―

26 栃木県 小山市立穂積小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

6月4日(木) ― ―

27 栃木県 塩谷町立玉生小学校 林　美智子 音楽 管楽器 10月21日(水) ― ―

28 栃木県 鹿沼市立菊沢東小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 6月30日(火) 7月1日(水) 10月13日(火)

29 栃木県 茂木町立茂木小学校 佐藤　貞子 伝統芸能 箏 10月21日(水) 10月22日(木) 10月23日(金)

30 栃木県 栃木市立静和小学校 上　光 伝統芸能 和太鼓 6月3日(水) 6月10日(水) ―

31 栃木県 さくら市立南小学校 織田　陽子 伝統芸能 和太鼓 10月30日(金) ― ―

32 栃木県 鹿沼市立南摩小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 7月13日(月) 7月14日(火) 7月15日(水)

33 栃木県 芳賀町立芳賀中学校 佐藤　貞子 伝統芸能 箏 12月8日(火) 12月9日(水) 12月10日(木)
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34 栃木県 壬生町立睦小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器 6月24日(水) ― ―

35 栃木県 さくら市立上松山小学校 織田　陽子 伝統芸能 和太鼓 10月21日(水) ― ―

36 栃木県 鹿沼市立北小学校 伊藤　渉 美術 版画 11月4日(水) 11月18日(水) 12月2日(水)

37 栃木県 茂木町立逆川小学校 佐藤　貞子 伝統芸能 箏 11月25日(水) ― ―

38 栃木県 壬生町立藤井小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 11月11日(水) 11月12日(木) ―

39 栃木県 さくら市立押上小学校 織田　陽子 伝統芸能 和太鼓 11月2日(月) ― ―

40 栃木県 茂木町立逆川中学校 佐藤　貞子 伝統芸能 箏 2月12日(金) ― ―

41 栃木県 壬生町立羽生田小学校 佐藤　一美 音楽 管楽器 11月25日(水) ― ―

42 栃木県 さくら市立熟田小学校 織田　陽子 伝統芸能 和太鼓 10月26日(月) ― ―

1 群馬県 群馬県立高崎高等養護学校 安田　学文 演劇 ミュージカル 10月15日(木) 10月22日(木) 11月5日(木)

2 群馬県 共愛学園高等学校 飯塚　郁子 音楽 管楽器 6月21日(日) 8月24日(月) 11月1日(日)

3 群馬県 群馬県立太田高等養護学校 長岡　敬二郎 音楽 パーカッション 11月5日(木) ― ―

4 群馬県 桐生市立梅田南小学校 荒井　範昭 演劇 その他
パントマイム、ク
ラウン

1月20日(水) 1月21日(木) 1月22日(金)

5 群馬県 桐生市立相生中学校 飯塚　郁子 音楽 管楽器 6月9日(火) 8月18日(火) 10月24日(土)

6 群馬県 群馬県立高崎北高等学校 飯塚　郁子 音楽 管楽器 6月8日(月) 8月23日(日) 10月25日(日)

1 埼玉県 上尾市立原市中学校 小川　正毅 音楽 管楽器 1月26日(火) 1月27日(水) 1月28日(木)

2 埼玉県 上尾市立瓦葺小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 1月13日(水) 1月14日(木) 1月15日(金)

3 埼玉県 伊奈町立伊奈中学校 小川　正毅 音楽 管楽器 6月2日(火) 6月3日(水) 6月4日(木)

4 埼玉県 熊谷市立熊谷南小学校 齊藤　才子 伝統芸能 箏 2月1日(月) ― ―

5 埼玉県 行田市立太田西小学校 池田　弦 音楽 声楽 9月25日(金) 10月8日(木) 11月16日(月)

6 埼玉県 深谷市立上柴西小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 10月7日(水) 10月8日(木) 10月9日(金)

7 埼玉県 伊奈町立小針北小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 11月19日(木) 11月20日(金) 11月24日(火)

8 埼玉県 伊奈町立小針中学校 小川　正毅 音楽 管楽器 6月1日(月) 6月5日(金) 7月8日(水)

9 埼玉県 伊奈町立小針小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 6月29日(月) 6月30日(火) 7月1日(水)

10 埼玉県 伊奈町立小室小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 6月22日(月) 6月23日(火) 6月26日(金)

11 埼玉県 伊奈町立南中学校 小川　正毅 音楽 管楽器 12月7日(月) 12月8日(火) 12月9日(水)

12 埼玉県 伊奈町立南小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 11月4日(水) 11月5日(木) 11月6日(金)

13 埼玉県 熊谷市立富士見中学校 齊藤　才子 伝統芸能 箏 11月30日(月) 12月1日(火) 12月2日(水)

14 埼玉県 熊谷市立別府小学校 齊藤　才子 伝統芸能 箏 1月13日(水) ― ―

15 埼玉県 和光市立広沢小学校 金子　健治 音楽 管楽器 6月16日(火) 6月17日(水) ―
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16 埼玉県 和光市立第三小学校 服部　孝也 音楽 管楽器 11月10日(火) 11月11日(水) ―

17 埼玉県 和光市立新倉小学校 荻原　誠 音楽 その他
ミュージカル・ソウ
（のこぎり）

6月9日(火) ― ―

18 埼玉県 和光市立第五小学校 長谷見　誠 音楽 管楽器 6月10日(水) 6月11日(木) ―

19 埼玉県 白岡市立南中学校 正　嘉昭 演劇 現代劇 9月9日(水) 9月16日(水) 9月30日(水)

20 埼玉県 久喜市立太田小学校 池田　弦 音楽 声楽 10月15日(木) 12月17日(木) 2月18日(木)

21 埼玉県 熊谷市立星宮小学校 齊藤　才子 伝統芸能 箏 11月5日(木) ― ―

22 埼玉県 熊谷市立佐谷田小学校 齊藤　才子 伝統芸能 箏 1月15日(金) ― ―

23 埼玉県 熊谷市立桜木小学校 齊藤　才子 伝統芸能 箏 1月22日(金) ― ―

24 埼玉県 和光市立第二中学校 丸山　昌子 音楽 弦楽器 9月29日(火) 9月30日(水) ―

25 埼玉県 和光市立白子小学校 高橋　淳 音楽 声楽 7月9日(木) 7月10日(金) ―

26 埼玉県 和光市立本町小学校 元永　拓 伝統芸能 その他 尺八 11月17日(火) 11月18日(水) ―

27 埼玉県 和光市立第四小学校 三村　総撤 音楽 管楽器 6月23日(火) 6月24日(水) ―

28 埼玉県 和光市立北原小学校 真貝　裕司 音楽 パーカッション 10月20日(火) 10月21日(水) ―

1 千葉県 富里市立洗心小学校 古屋　博敏 音楽 声楽 11月14日(土) ― ―

2 千葉県 八千代市立村上小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 11月9日(月) 11月10日(火) ―

3 千葉県 野田市立福田第一小学校 藤原　知之 音楽 その他
鍵盤ハーモニカ、
ピアノ、弦楽器、
管楽器

9月9日(水) 9月10日(木) ―

4 千葉県 鴨川市立小湊小学校 梅津　千恵子 音楽 パーカッション 12月10日(木) ― ―

5 千葉県 船橋市立法典西小学校 井上　千恵子 伝統芸能 箏 1月13日(水) ― ―

6 千葉県 市川市立塩浜小学校 菅原　光朗 伝統芸能 和太鼓 7月7日(火) 9月4日(金) 10月30日(金)

7 千葉県 松戸市立牧野原小学校 江本　純子 音楽 ピアノ 11月12日(木) ― ―

8 千葉県 南房総市立白浜中学校 林　克枝 伝統芸能 三味線 三味線、民謡 12月1日(火) 12月2日(水) 12月4日(金)

9 千葉県 千葉県立銚子特別支援学校 金谷　明美 音楽 その他
ピアノ、声楽、管
楽器

7月15日(水) 12月2日(水) 1月8日(金)

10 千葉県 八千代市立米本南小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 9月14日(月) 10月2日(金) ―

11 千葉県 香取市立小見川中央小学校 小林　和子 音楽 その他 6月9日(火) 7月1日(水) 10月6日(火)

12 千葉県 君津市立君津中学校 大久保　光哉 音楽 声楽 7月21日(火) 8月10日(月) 1月23日(土)

13 千葉県
筑波大学附属聴覚特別支援
学校

過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 7月21日(火) 7月22日(水) 7月23日(木)

14 千葉県 市原市立有秋中学校 林　宏 音楽 管楽器 6月13日(土) 7月11日(土) 7月18日(土)

15 千葉県 銚子市立春日小学校 安田　登 伝統芸能 能楽 10月21日(水) ― ―

16 千葉県 香取市立東大戸小学校 小林　和子 音楽 その他 9月24日(木) 11月9日(月) 1月29日(金)

17 千葉県 松戸市立横須賀小学校 江本　純子 音楽 弦楽器 10月5日(月) ― ―
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18 千葉県 白井市立大山口小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 9月29日(火) 9月30日(水) 10月1日(木)

19 千葉県 旭市立三川小学校 安田　登 伝統芸能 能楽 12月1日(火) ― ―

20 千葉県 千葉県立国府台高等学校 笠嶋　忠幸 美術 書 1月18日(月) 1月19日(火) 1月20日(水)

21 千葉県 市川市立若宮小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 9月26日(土) 9月28日(月) 10月2日(金)

22 千葉県 勝浦市立勝浦小学校 林　宏 音楽 管楽器 8月3日(月) 9月19日(土) 10月10日(土)

23 千葉県 白井市立白井第一小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 7月2日(木) 7月3日(金) 10月22日(木)

24 千葉県 船橋市立峰台小学校 井上　千恵子 伝統芸能 箏 10月6日(火) 10月8日(木) 10月9日(金)

25 千葉県 船橋市立小室小学校 金野　正道 伝統芸能 箏 1月22日(金) ― ―

26 千葉県 白井市立七次台小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 7月6日(月) 9月16日(水) 9月17日(木)

27 千葉県 袖ケ浦市立蔵波中学校 大森　百合香 音楽 弦楽器 7月21日(火) 7月23日(木) 12月22日(火)

28 千葉県 白井市立南山小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 1月19日(火) 1月20日(水) 1月21日(木)

29 千葉県 松戸市立新松戸西小学校 江本　純子 音楽 ピアノ 7月3日(金) ― ―

30 千葉県 柏市立柏第六小学校 朝生　真美 伝統芸能 箏 10月2日(金) 10月9日(金) 10月23日(金)

31 千葉県 船橋市立飯山満小学校 川崎　宏子 伝統芸能 箏 12月17日(木) ― ―

32 千葉県 成田高等学校付属中学校 福地　利恵 音楽 弦楽器 6月23日(火) ― ―

33 千葉県 八千代市立村上北小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 11月2日(月) 11月16日(月) 11月24日(火)

34 千葉県 印西市立いには野小学校 過足　雅之 伝統芸能 和太鼓 1月25日(月) 1月26日(火) 1月27日(水)

1 東京都 東京都立大塚ろう学校 庄﨑　隆志 演劇 その他 11月16日(月) ― ―

2 東京都 狛江市立狛江第三小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 10月6日(火) ― ―

3 東京都 狛江市立狛江第五小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 10月7日(水) ― ―

4 東京都 狛江市立和泉小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 10月13日(火) ― ―

5 東京都 東京都立城北特別支援学校 古河　耕史 演劇 現代劇 12月10日(木) ― ―

6 東京都 狛江市立狛江第一小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 10月5日(月) ― ―

7 東京都 狛江市立緑野小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 10月15日(木) ― ―

8 東京都 八丈町立富士中学校 田中　良茂 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 9月18日(金) ― ―

9 東京都 八丈町立大賀郷中学校 田中　良茂 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 9月16日(水) ― ―

10 東京都 八丈町立三原中学校 田中　良茂 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 9月17日(木) ― ―

11 東京都 狛江市立狛江第六小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 10月8日(木) ― ―

12 東京都
東京都立田園調布特別支援
学校

小林　慈宗 生活文化 茶道 9月28日(月) 11月16日(月) 12月7日(月)

13 東京都 大田区立東調布第三小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 7月7日(火) 10月15日(木) ―
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14 東京都 板橋区立前野小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 12月19日(土) ― ―

15 東京都 八王子市立高嶺小学校 新谷　祥子 音楽 パーカッション 2月15日(月) 2月22日(月) 2月23日(火)

16 東京都 品川区立第四日野小学校 清水　宏樹 音楽 声楽 9月19日(土) ― ―

17 東京都 東京都立日野台高等学校 渡辺　直子 演劇 現代劇 11月2日(月) 11月9日(月) 11月16日(月)

18 東京都 東京都立府中高等学校 村井　まどか 演劇 現代劇 7月14日(火) 7月15日(水) 7月16日(木)

19 東京都 葛飾区立桜道中学校 立住　若菜 音楽 管楽器 1月16日(土) ― ―

20 東京都 北区立堀船小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 6月25日(木) 7月9日(木) ―

21 東京都 北区立十条台小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 10月24日(土) ― ―

22 東京都 世田谷区立玉川小学校 佐藤　嘉則 音楽 その他
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

6月13日(土) ― ―

23 東京都 東京都立葛飾ろう学校 庄﨑　隆志 演劇 現代劇 6月5日(金) 6月10日(水) 10月9日(金)

24 東京都 大田区立大森第四小学校 羽深　久 伝統芸能 能楽 10月19日(月) ― ―

25 東京都 北区立第三岩淵小学校 吉田　メグミ 演劇 現代劇 9月14日(月) 9月16日(水) 9月18日(金)

26 東京都 世田谷区立九品仏小学校 田村　正 伝統芸能 その他 紙漉き 6月25日(木) ― ―

27 東京都 世田谷区立給田小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、弦楽器、
管楽器

10月16日(金) ― ―

28 東京都 江東区立第二大島中学校 立住　若菜 音楽 管楽器 11月26日(木) ― ―

29 東京都 府中市立白糸台小学校 立住　若菜 音楽 管楽器 6月3日(水) ― ―

30 東京都 小平市立小平第六小学校 池田　弦 音楽 声楽 10月29日(木) ― ―

31 東京都 新宿区立愛日小学校 小森　創介 演劇 現代劇 10月6日(火) 10月9日(金) 10月16日(金)

32 東京都 女子聖学院中学校 林　成彦 演劇 現代劇 10月13日(火) 10月14日(水) 10月15日(木)

33 東京都 桐朋学園小学校 片山　麻理子 音楽 弦楽器 6月3日(水) ― ―

34 東京都 小平市立小平第九小学校 田村　正 美術 その他 紙漉き 2月8日(月) 2月9日(火) ―

35 東京都 小平市立小平第十四小学校 池田　弦 音楽 声楽 12月18日(金) 1月15日(金) ―

36 東京都 渋谷区立臨川小学校 原　きよ 文学 朗読 7月17日(金) 10月22日(木) 12月8日(火)

37 東京都 荒川区立赤土小学校 瀧川　佐知子 伝統芸能 箏 12月2日(水) 1月16日(土) 2月13日(土)

38 東京都 三鷹市立中原小学校 原　きよ 文学 朗読 10月24日(土) 11月6日(金) 11月12日(木)

39 東京都 練馬区立仲町小学校 近藤　勝重 文学 その他 川柳 6月2日(火) 6月9日(火) ―

40 東京都
東京都立大泉高等学校附属
中学校

清水　優華 演劇 現代劇 6月6日(土) 6月20日(土) 7月11日(土)

41 東京都 足立区立東加平小学校 立住　若菜 音楽 管楽器 7月16日(木) ― ―

42 東京都 武蔵野市立境南小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 7月13日(月) ― ―

43 東京都 武蔵野市立千川小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 9月15日(火) 9月24日(木) 9月25日(金)
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44 東京都 八王子市立浅川小学校 高田　典夫 美術 その他 建築 10月13日(火) 10月16日(金) ―

45 東京都 小平市立小平第三小学校 田村　正 生活文化 その他 紙漉き 1月26日(火) 1月27日(水) ―

46 東京都 小平市立小平第六小学校 田村　正 生活文化 その他 紙漉き 1月28日(木) 1月29日(金) ―

47 東京都 杉並区立杉並第七小学校 橋本　静一 音楽 声楽 9月4日(金) 1月15日(金) ―

48 東京都 武蔵村山市立雷塚小学校 中山　陽子 伝統芸能 和太鼓 6月19日(金) 6月26日(金) 6月30日(火)

49 東京都 目黒区立東根小学校 大西　ますみ 音楽 その他 室内楽 6月18日(木) ― ―

50 東京都 杉並区立杉並第一小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 6月12日(金) 10月30日(金) 11月2日(月)

51 東京都 八王子市立由井第二小学校 高田　典夫 美術 その他 建築 11月25日(水) 11月27日(金) ―

52 東京都 東京都立鹿本学園 本田　裕子 音楽 その他 12月24日(木) ― ―

53 東京都 世田谷区立代田小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

10月22日(木) ― ―

54 東京都 小平市立学園東小学校 池田　弦 音楽 声楽 10月28日(水) 2月25日(木) ―

55 東京都 中野区立大和小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

7月11日(土) ― ―

56 東京都 文京区立第一中学校 櫻井　史 伝統芸能 三味線 11月24日(火) 11月27日(金) ―

57 東京都 奥多摩町立氷川小学校 鈴木　斉 美術 その他 10月19日(月) 10月20日(火) 10月27日(火)

58 東京都 狛江市立狛江第六小学校 渡辺　正子 伝統芸能 箏 1月12日(火) 1月13日(水) ―

59 東京都 目黒区立第十中学校 後藤　好子 伝統芸能 箏 12月22日(火) 12月25日(金) ―

60 東京都 武蔵野市立第三中学校 藤原　習作 演劇 現代劇 10月19日(月) 10月20日(火) ―

61 東京都
品川区立小中一貫校八潮学
園

小林　和子 音楽 声楽 6月25日(木) 10月2日(金) 12月17日(木)

62 東京都 板橋区立中台中学校 立住　若菜 音楽 管楽器 10月8日(木) ― ―

63 東京都 八王子市立片倉台小学校 新谷　祥子 音楽 パーカッション 12月10日(木) 12月15日(火) 12月17日(木)

64 東京都 文京区立関口台町小学校 小野　和代 伝統芸能 箏 箏、三味線、尺八 12月15日(火) ― ―

65 東京都 町田市立町田第一小学校 塩田　梨枝子 伝統芸能 箏 6月9日(火) 6月16日(火) 6月23日(火)

66 東京都 武蔵野市立第六中学校 櫻井　史 伝統芸能 三味線 12月2日(水) ― ―

67 東京都 三鷹市立第七小学校 野田　香里 伝統芸能 歌舞伎 2月9日(火) 2月16日(火) 2月24日(水)

68 東京都 小平市立小平第十四小学校 田村　正 生活文化 その他 紙漉き 2月5日(金) ― ―

69 東京都 狛江市立狛江第五小学校 渡辺　泰子 伝統芸能 箏 12月15日(火) 12月17日(木) ―

70 東京都 杉並区立杉並第七小学校  白石　啓太 音楽 パーカッション 6月8日(月) ― ―

71 東京都 小平市立学園東小学校 田村　正 生活文化 その他 紙漉き 2月4日(木) ― ―

72 東京都 武蔵野市立第三中学校 片山　宰二 音楽 ピアノ 1月15日(金) ― ―

1 神奈川県 横浜訓盲学院 能見　広伸 舞踊 身体表現 6月2日(火) 6月9日(火) 6月16日(火)
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2 神奈川県 綾瀬市立綾南小学校 福田　美知子 音楽 声楽 2月12日(金) 2月19日(金) 2月26日(金)

3 神奈川県 横須賀市立船越小学校 佐藤　久美子 演劇 現代劇 9月3日(木) 9月10日(木) 9月17日(木)

4 神奈川県 茅ヶ崎市立小和田小学校 柏木　陽 演劇 現代劇 10月27日(火) 10月28日(水) 10月29日(木)

5 神奈川県 逗子市立小坪小学校 深沢　直子 演劇 その他 11月11日(水) 11月18日(水) ―

6 神奈川県 平塚市立富士見小学校 津田　美穂 伝統芸能 箏 6月9日(火) 6月10日(水) ―

7 神奈川県 藤沢市立善行小学校 宗像　佳代 演劇 その他 6月2日(火) 6月4日(木) 6月9日(火)

8 神奈川県 神奈川県立横浜栄高等学校 坂井　音隆 伝統芸能 能楽 10月23日(金) ― ―

9 神奈川県 逗子市立久木小学校 柏木　陽 演劇 その他 9月3日(木) 9月10日(木) 9月17日(木)

10 神奈川県 平塚市立土沢中学校 小出　慈恵 伝統芸能 箏 7月6日(月) 7月13日(月) ―

11 神奈川県 藤沢市立六会小学校 松尾　健市 音楽 声楽 11月18日(水) 11月19日(木) ―

12 神奈川県
神奈川県立横浜桜陽高等学
校

遠藤　琢郎 演劇 現代劇 11月18日(水) 11月25日(水) 12月9日(水)

13 神奈川県 逗子市立小坪小学校 米重　美文子 音楽 パーカッション 6月25日(木) ― ―

14 神奈川県 平塚市立金目小学校 津田　美穂 伝統芸能 箏 6月8日(月) 6月15日(月) ―

15 神奈川県 藤沢市立大越小学校 石渡　晃子 音楽 管楽器 2月5日(金) ― ―

16 神奈川県
神奈川県立金沢総合高等学
校

大木　富夫 演劇 その他
アニメーションの
アフレコ

7月6日(月) 7月13日(月) ―

17 神奈川県 平塚市立吉沢小学校 津田　美穂 伝統芸能 箏 9月18日(金) 9月25日(金) 10月2日(金)

18 神奈川県 藤沢市立天神小学校 松尾　健市 音楽 声楽 12月11日(金) 1月15日(金) 2月26日(金)

19 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 松本　晟 メディア芸術 マンガ 6月11日(木) ― ―

20 神奈川県 平塚市立みずほ小学校 小出　慈恵 伝統芸能 箏 6月12日(金) 6月19日(金) ―

21 神奈川県 藤沢市立俣野小学校 石渡　晃子 音楽 管楽器 11月20日(金) ― ―

22 神奈川県 平塚市立神明中学校 鈴木　孝幸 演劇 現代劇 6月7日(日) 6月21日(日) 7月12日(日)

23 神奈川県 藤沢市立大鋸小学校 高畠　一郎 伝統芸能 箏 12月1日(火) ― ―

24 神奈川県
神奈川県立藤沢清流高等学
校

山本　幸三 演劇 人形劇 7月1日(水) ― ―

25 神奈川県 平塚市立港小学校 小出　慈恵 伝統芸能 箏 6月23日(火) 6月24日(水) ―

26 神奈川県 藤沢市立大清水小学校 松尾　健市 音楽 ピアノ 10月15日(木) 1月29日(金) 2月25日(木)

27 神奈川県
神奈川県立藤沢清流高等学
校

森内　康博 メディア芸術 映画 6月4日(木) 6月11日(木) ―

28 神奈川県 平塚市立松原小学校 木村　桜子 音楽 弦楽器 6月30日(火) 7月2日(木) 7月3日(金)

29 神奈川県 藤沢市立鵠洋小学校 大久保　洋子 大衆芸能 講談 10月20日(火) 10月22日(木) ―

30 神奈川県
神奈川県立横浜南陵高等学
校

品川　秀世 音楽 その他 吹奏楽 7月4日(土) 7月11日(土) 7月18日(土)

31 神奈川県
神奈川県立横浜明朋高等学
校

石原　昇 伝統芸能 三味線 9月4日(金) 9月11日(金) 9月18日(金)
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32 神奈川県 神奈川県立永谷高等学校 江頭　耕治 舞踊 その他 ストリートダンス 10月3日(土) 10月10日(土) 10月17日(土)

33 神奈川県 神奈川県立横浜南養護学校 能見　広伸 舞踊 現代舞踊 9月25日(金) 10月2日(金) 10月9日(金)

34 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 品川　秀世 音楽 弦楽器 11月6日(金) 11月13日(金) 11月20日(金)

1 新潟県 村上市立砂山小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 9月10日(木) ― ―

2 新潟県 村上市立神納小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 9月11日(金) ― ―

3 新潟県 村上市立神納東小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 9月10日(木) ― ―

4 新潟県 村上市立西神納小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 9月9日(水) ― ―

5 新潟県 村上市立平林小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 9月9日(水) ― ―

6 新潟県 南魚沼市立城内小学校 栗田　智雄 音楽 管楽器 11月24日(火) ― ―

7 新潟県 南魚沼市立五十沢小学校 栗田　智雄 音楽 管楽器 11月25日(水) ― ―

8 新潟県 新発田市立七葉中学校 板倉　久徳 音楽 管楽器 6月14日(日) 7月11日(土) 8月8日(土)

9 新潟県 新発田市立二葉小学校 阿部　禧恵子 伝統芸能 箏 1月18日(月) ― ―

10 新潟県 新発田市立菅谷小学校 阿部　禧恵子 伝統芸能 箏 1月19日(火) ― ―

11 新潟県 佐渡市立加茂小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

10月18日(日) ― ―

12 新潟県 魚沼市立井口小学校 安藤　信義 舞踊 その他 ダブルダッチ 9月10日(木) ― ―

13 新潟県 上越市立柿崎中学校 福田　昌範 音楽 管楽器 6月20日(土) 7月6日(月) 8月3日(月)

14 新潟県 南魚沼市立後山小学校 佐々木　陽子 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 12月11日(金) ― ―

15 新潟県 新発田市立紫雲寺中学校 金子　健治 音楽 管楽器 9月26日(土) 10月31日(土) 11月21日(土)

16 新潟県 胎内市立築地小学校 小林　和子 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
パーカッション、
管楽器

9月16日(水) 10月9日(金) 10月28日(水)

17 新潟県 田上町立羽生田小学校 小林　和子 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
パーカッション、
管楽器

7月6日(月) 10月13日(火) 2月24日(水)

18 新潟県 新発田市立第一中学校 高橋　淳 音楽 声楽 2月23日(火) ― ―

19 新潟県 長岡市立北辰中学校 板倉　久徳 音楽 管楽器 6月28日(日) 7月18日(土) 8月9日(日)

20 新潟県 見附市立今町中学校 野上　博幸 音楽 管楽器 6月3日(水) 7月4日(土) 9月7日(月)

21 新潟県 加茂市立須田中学校 板倉　久徳 音楽 管楽器 6月27日(土) 7月12日(日) 8月1日(土)

22 新潟県 阿賀野市立笹神中学校 板倉　久徳 音楽 管楽器 6月7日(日) 7月5日(日) 8月16日(日)

23 新潟県 新発田市立御免町小学校 小林　和子 音楽 管楽器 7月7日(火) 9月25日(金) 10月21日(水)

24 新潟県 長岡市立三島中学校 板倉　久徳 音楽 管楽器 6月21日(日) 7月19日(日) 8月29日(土)

25 新潟県 加茂市立加茂中学校 藤田　豊 音楽 管楽器 6月6日(土) 6月28日(日) 7月19日(日)

26 新潟県 長岡市立刈谷田中学校 畠山　徳雄 音楽 弦楽器 11月1日(日) ― ―

27 新潟県 聖籠町立亀代小学校 小林　和子 音楽 その他 9月2日(水) 9月29日(火) 11月25日(水)
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1 富山県 射水市立小杉小学校 竹内　雅挙 音楽 声楽 10月22日(木) ― ―

2 富山県 氷見市立明和小学校 大谷　多賀子 音楽 パーカッション 6月3日(水) 6月24日(水) 7月15日(水)

3 富山県 富山市立広田小学校 大橋　元 大衆芸能 落語 9月11日(金) 9月19日(土) ―

4 富山県 上市町立上市中学校 内山　太一 音楽 声楽 10月7日(水) 10月8日(木) 10月9日(金)

5 富山県 南砺市立福光東部小学校 山本　綾乃 伝統芸能 和太鼓 6月18日(木) 9月17日(木) 10月8日(木)

1 石川県 珠洲市立飯田小学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 9月11日(金) 11月18日(水) 11月19日(木)

2 石川県 金沢市立千坂小学校 大東　幸裕 大衆芸能 落語 11月5日(木) ― ―

3 石川県 羽咋市立余喜小学校 今井　彩子 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 11月25日(水) ― ―

4 石川県 珠洲市立緑丘中学校 濵地 恵梨子 音楽 管楽器 7月12日(日) 10月8日(木) 10月9日(金)

5 石川県 石川県立飯田高等学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 8月23日(日) 12月3日(木) 12月4日(金)

6 石川県 羽咋市立粟ノ保小学校 今井　彩子 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 11月24日(火) ― ―

1 福井県 小浜市立今富小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

6月16日(火) ― ―

2 福井県 福井市社西小学校 前田　孝雄 伝統芸能 能楽 10月28日(水) ― ―

3 福井県
福井工業大学附属福井中学
校

荒井　結子 音楽 弦楽器 7月16日(木) ― ―

4 福井県 勝山市立野向小学校 北川　泉 伝統芸能 その他 雅楽 10月29日(木) 11月5日(木) 11月19日(木)

5 福井県 福井県立ろう学校 上坂　優 伝統芸能 和太鼓 6月4日(木) 8月26日(水) 9月24日(木)

6 福井県 越前市武生第三中学校 久野　泰典 音楽 管楽器 7月10日(金) 9月4日(金) 11月4日(水)

7 福井県 敦賀市立粟野小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

6月16日(火) ― ―

8 福井県 あわら市波松小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

6月15日(月) ― ―

9 福井県 越前町立朝日中学校 久野　泰典 音楽 管楽器 6月3日(水) 7月1日(水) 8月5日(水)

10 福井県 福井県立三国高等学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 7月22日(水) 8月18日(火) 9月23日(水)

11 福井県 福井市足羽中学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 6月10日(水) 8月6日(木) 10月7日(水)

12 福井県 越前市武生第六中学校 久野　泰典 音楽 管楽器 7月3日(金) 8月28日(金) 10月29日(木)

13 福井県 敦賀市立松陵中学校 濵地 恵梨子 音楽 管楽器 6月26日(金) 7月14日(火) 9月28日(月)

14 福井県 永平寺町上志比中学校 前田　孝雄 伝統芸能 能楽 11月12日(木) ― ―

15 福井県 永平寺町上志比中学校 久野　泰典 音楽 管楽器 6月5日(金) 10月14日(水) ―

16 福井県 あわら市金津小学校 前田　孝雄 伝統芸能 能楽 7月7日(火) 7月8日(水) 7月9日(木)

17 福井県 福井市成和中学校 久野　泰典 音楽 管楽器 6月9日(火) 7月13日(月) 9月1日(火)

18 福井県 越前市万葉中学校 久野　泰典 音楽 管楽器 6月16日(火) 8月1日(土) 10月21日(水)

19 福井県 福井県立高志高等学校 久野　泰典 音楽 管楽器 6月19日(金) 9月11日(金) 11月16日(月)
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20 福井県 福井県立羽水高等学校 久野　泰典 音楽 管楽器 7月7日(火) 9月18日(金) 11月20日(金)

21 福井県 福井県立敦賀工業高等学校 濵地 恵梨子 音楽 管楽器 7月16日(木) 9月15日(火) 11月11日(水)

22 福井県 福井県立若狭東高等学校 久野　泰典 音楽 管楽器 7月6日(月) 9月16日(水) 11月12日(木)

23 福井県
福井県立福井東特別支援学
校

上坂　優 伝統芸能 和太鼓 6月15日(月) 6月22日(月) 7月6日(月)

24 福井県 永平寺町松岡中学校 前田　孝雄 伝統芸能 能楽 9月17日(木) 9月18日(金) ―

25 福井県 越前市花筐小学校 前田　孝雄 伝統芸能 能楽 11月20日(金) ― ―

26 福井県 池田町池田中学校 前田　孝雄 伝統芸能 能楽 1月22日(金) ― ―

1 山梨県 南アルプス市立落合小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器 6月9日(火) ― ―

2 山梨県 大月市立富浜中学校 桑山　紀彦 音楽 その他 11月7日(土) ― ―

3 山梨県 富士河口湖町立西浜中学校 青沼　保人 伝統芸能 和太鼓 6月15日(月) 9月11日(金) 9月12日(土)

4 山梨県 北杜市立長坂中学校 三井　勇 伝統芸能 その他 雅楽 2月3日(水) ― ―

5 山梨県 甲府市立甲運小学校 越智　伸明 美術 彫刻 11月27日(金) 12月11日(金) 12月18日(金)

6 山梨県 大月市立大月西小学校 仁科　幸子 美術 その他 7月9日(木) 10月15日(木) 11月17日(火)

7 山梨県 山梨県立甲府南高等学校 大槻　義昭 音楽 声楽 7月27日(月) 8月19日(水) 9月13日(日)

1 長野県 上田市立清明小学校 大森　潤子 音楽 弦楽器 7月3日(金) ― ―

2 長野県 上田市立西小学校 大森　潤子 音楽 弦楽器 9月25日(金) ― ―

3 長野県 上田市立塩尻小学校 大森　潤子 音楽 弦楽器 7月3日(金) ― ―

4 長野県 上田市立城下小学校 大森　潤子 音楽 弦楽器 9月24日(木) ― ―

5 長野県 上田市立南小学校 大森　潤子 音楽 弦楽器 7月2日(木) ― ―

6 長野県 上田市立川辺小学校 大森　潤子 音楽 弦楽器 9月24日(木) 9月25日(金) ―

7 長野県 上田市立塩川小学校 金子　三勇士 音楽 ピアノ 6月18日(木) ― ―

8 長野県 上田市立丸子北小学校 金子　三勇士 音楽 ピアノ 6月26日(金) ― ―

9 長野県 上田市立丸子中央小学校 金子　三勇士 音楽 ピアノ 6月25日(木) ― ―

10 長野県 上田市立東小学校 金子　三勇士 音楽 ピアノ 6月24日(水) ― ―

11 長野県 上田市立北小学校 金子　三勇士 音楽 ピアノ 7月23日(木) ― ―

12 長野県 上田市立神川小学校 金子　三勇士 音楽 ピアノ 6月19日(金) ― ―

13 長野県 上田市立塩田西小学校 田中　靖人 音楽 管楽器 12月1日(火) ― ―

14 長野県 上田市立中塩田小学校 田中　靖人 音楽 管楽器 11月30日(月) ― ―

15 長野県 上田市立東塩田小学校 田中　靖人 音楽 管楽器 2月16日(火) ― ―

16 長野県 上田市立菅平小学校 田中　靖人 音楽 管楽器 2月22日(月) ― ―
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17 長野県 上田市立本原小学校 田中　靖人 音楽 管楽器 2月17日(水) ― ―

18 長野県 上田市立傍陽小学校 田中　靖人 音楽 管楽器 2月22日(月) ― ―

19 長野県 上田市立長小学校 田中　靖人 音楽 管楽器 2月23日(火) ― ―

20 長野県 上田市立神科小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 11月16日(月) ― ―

21 長野県 上田市立豊殿小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 11月17日(火) ― ―

22 長野県 上田市立川西小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 2月4日(木) ― ―

23 長野県 上田市立浦里小学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 2月4日(木) ― ―

24 長野県 上田市立西内小学校 早川　潔 音楽 管楽器 6月15日(月) 7月6日(月) 10月8日(木)

25 長野県 上田市立武石小学校 早川　潔 音楽 管楽器 6月9日(火) 7月14日(火) 10月2日(金)

26 長野県 飯田市立和田小学校 楠　光正 演劇 人形劇 6月9日(火) 7月1日(水) 11月13日(金)

27 長野県 青木村立青木小学校 早川　潔 音楽 管楽器 6月5日(金) 6月30日(火) 11月6日(金)

28 長野県 高山村立高山中学校 渡辺　直子 演劇 現代劇 6月5日(金) 6月26日(金) 7月17日(金)

29 長野県 飯田市立遠山中学校 平沢　一也 伝統芸能 その他
霜月祭り（舞、
笛、太鼓）

8月25日(火) 9月8日(火) 9月25日(金)

30 長野県 長野ろう学校 善岡　修 演劇 人形劇 7月6日(月) 2月10日(水) ―

31 長野県 千曲市立治田小学校 早川　潔 音楽 管楽器 6月19日(金) 6月26日(金) 11月13日(金)

32 長野県 根羽村立根羽小学校 片桐　以和登 伝統芸能 和太鼓 6月10日(水) 6月24日(水) 9月2日(水)

33 長野県 伊那市立西箕輪中学校 中森　道子 伝統芸能 和太鼓 6月4日(木) 7月3日(金) 8月28日(金)

34 長野県 長野県小諸高等学校 甲斐　雅之 音楽 管楽器 6月18日(木) ― ―

35 長野県 長野県伊那養護学校 塩原　良 伝統芸能 和太鼓 9月7日(月) 9月15日(火) 9月29日(火)

36 長野県 長野県諏訪養護学校 吉田　伊津子 音楽 ピアノ 6月2日(火) 10月7日(水) 12月15日(火)

37 長野県 小諸市立野岸小学校 早川　潔 音楽 管楽器 7月17日(金) 9月4日(金) 12月2日(水)

38 長野県 坂城町立南条小学校 早川　潔 音楽 管楽器 6月12日(金) 6月16日(火) 6月24日(水)

39 長野県 飯田市立竜峡中学校 木下　文子 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月19日(金) 7月17日(金) 9月18日(金)

40 長野県 飯田市立高陵中学校 中村　啓一 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月3日(水) 8月26日(水) 9月16日(水)

41 長野県 飯田市立龍江小学校 澤栁　太門 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月11日(木) 10月15日(木) 11月20日(金)

42 長野県 千曲市立戸倉小学校 山極　秀之 伝統芸能 その他 雅楽 12月8日(火) ― ―

43 長野県 千曲市立戸倉小学校 富所　順子 伝統芸能 箏 12月15日(火) ― ―

44 長野県
軽井沢町立軽井沢東部小学
校

長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 10月27日(火) 10月28日(水) 10月29日(木)

45 長野県
軽井沢町立軽井沢西部小学
校

長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 10月26日(月) 10月27日(火) 10月28日(水)

1 岐阜県 山県市立いわ桜小学校 木村　桜子 音楽 弦楽器 11月10日(火) ― ―
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2 岐阜県 山県市立桜尾小学校 木村　桜子 音楽 弦楽器 11月10日(火) ― ―

3 岐阜県 山県市立梅原小学校 木村　桜子 音楽 弦楽器 11月11日(水) ― ―

4 岐阜県 山県市立大桑小学校 木村　桜子 音楽 弦楽器 11月13日(金) ― ―

5 岐阜県 山県市立高富小学校 大嶋　康司 音楽 管楽器 11月24日(火) 11月27日(金) ―

6 岐阜県 山県市立伊自良中学校 大嶋　康司 音楽 管楽器 11月25日(水) ― ―

7 岐阜県 山県市立伊自良南小学校 大嶋　康司 音楽 管楽器 11月25日(水) ― ―

8 岐阜県 山県市立美山小学校 大嶋　康司 音楽 管楽器 11月26日(木) ― ―

9 岐阜県 山県市立伊自良北小学校 木村　桜子 音楽 弦楽器 11月12日(木) ― ―

10 岐阜県 岐阜県立中津商業高等学校 木許　隆 音楽 管楽器 指揮、リトミック 6月27日(土) 7月20日(月) 12月6日(日)

11 岐阜県 大垣市立南小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 6月22日(月) 7月13日(月) ―

12 岐阜県 関市立旭ヶ丘小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器 6月1日(月) ― ―

13 岐阜県 関市立板取小学校 山本　智彦 音楽 その他
アフリカ音楽・舞
踊

7月15日(水) 9月4日(金) 10月1日(木)

14 岐阜県 高山市立新宮小学校 蓮沼　万里 音楽 ピアノ
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

10月18日(日) ― ―

15 岐阜県 瑞穂市立西小学校 戸本　敏昭 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

12月8日(火) 12月15日(火) 2月16日(火)

16 岐阜県 中津川市立阿木小学校 市川　敦規 文学 朗読 6月17日(水) 6月24日(水) 7月1日(水)

17 岐阜県 飛騨市立古川西小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

10月28日(水) ― ―

18 岐阜県 飛騨市立古川小学校 榎田　大介 演劇 現代劇 9月29日(火) ― ―

19 岐阜県 飛騨市立河合小学校 小栗　幸江 伝統芸能 歌舞伎 10月7日(水) 10月8日(木) 10月9日(金)

20 岐阜県 飛騨市立宮川小学校 松永　彩子 音楽 管楽器
ピアノ、声楽、管
楽器

10月15日(木) ― ―

21 岐阜県 大垣市立興文小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 9月28日(月) 10月26日(月) 11月9日(月)

22 岐阜県 岐阜県立岐阜城北高等学校 沖　侑宇子 舞踊 その他 10月26日(月) 11月26日(木) 12月10日(木)

23 岐阜県
岐阜県立中津川工業高等学
校

清水　佳司 音楽 その他 マーチング 8月16日(日) 10月18日(日) 11月22日(日)

24 岐阜県 郡上市立牛道小学校 川口　亜香 伝統芸能 和太鼓 6月26日(金) 10月16日(金) 11月6日(金)

25 岐阜県 郡上市立西和良小学校 島崎　薫 演劇 現代劇 11月11日(水) 11月18日(水) 11月22日(日)

26 岐阜県 郡上市相生小学校 河合　晴美 音楽 声楽 11月2日(月) 11月9日(月) ―

27 岐阜県 岐阜県立恵那南高等学校 木許　隆 音楽 管楽器 7月19日(日) 8月2日(日) 12月13日(日)

28 岐阜県 岐阜県立土岐紅陵高等学校 加藤　保幸 美術 その他 陶芸 9月2日(水) 9月9日(水) 9月16日(水)

29 岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 木許　隆 音楽 その他 指揮、リトミック 7月25日(土) 7月26日(日) 1月11日(月)

30 岐阜県 岐阜市立岐阜特別支援学校 小島　君代 伝統芸能 箏 1月8日(金) 1月13日(水) ―

31 岐阜県 笠松町立笠松小学校 日原　典子 伝統芸能 箏 2月23日(火) 2月24日(水) 2月25日(木)
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32 岐阜県 高山市立朝日中学校 砂田　直規 音楽 声楽 9月16日(水) 10月13日(火) ―

1 静岡県
静岡県立浜松江之島高等学
校

森　くるみ 伝統芸能 その他 沖縄の文化 12月10日(木) ― ―

2 静岡県 伊東市立西小学校 杉田　純子 音楽 声楽 6月5日(金) 9月30日(水) 10月30日(金)

3 静岡県 三島市立沢地小学校 中村　好夫 大衆芸能 落語 10月2日(金) 11月10日(火) 12月15日(火)

4 静岡県 三島市立坂小学校 山田　棟司 舞踊 身体表現 6月1日(月) 6月10日(水) 6月15日(月)

5 静岡県
静岡県立沼津視覚特別支援
学校

片岡　亮太 音楽 パーカッション 9月11日(金) 9月18日(金) ―

6 静岡県 藤枝明誠中学校・高等学校 木内　琴子 演劇 現代劇 11月12日(木) 11月13日(金) ―

7 静岡県 御殿場市立原里中学校 初鹿野　剛 音楽 声楽 9月2日(水) 9月3日(木) 9月4日(金)

8 静岡県 静岡県立稲取高等学校 望月　集 美術 その他 陶芸 1月13日(水) 1月20日(水) 2月17日(水)

9 静岡県 小山町立明倫小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 10月29日(木) ― ―

10 静岡県 静岡県立掛川工業高等学校 林田　和之 音楽 管楽器 8月24日(月) 10月18日(日) 11月28日(土)

11 静岡県 伊豆の国市立韮山南小学校 戸上　眞里 音楽 弦楽器 11月13日(金) ― ―

12 静岡県 三島市立山田小学校 安楽　佳奈代 文学 その他 絵本 10月26日(月) ― ―

13 静岡県 熱海市立桃山小学校 大谷　まや 美術 日本画 1月14日(木) 1月19日(火) 1月26日(火)

14 静岡県 富士市立田子浦中学校 増田　宏美 音楽 声楽 10月13日(火) 10月15日(木) 10月16日(金)

15 静岡県 熱海市立網代小学校 戸上　眞里 音楽 弦楽器 11月6日(金) ― ―

16 静岡県 富士市立元吉原中学校 倉藤　理大 音楽 声楽 10月19日(月) 10月20日(火) 10月22日(木)

17 静岡県 森町立三倉小学校 永井　健二 演劇 現代劇 6月17日(水) 7月15日(水) 9月16日(水)

18 静岡県 掛川市立西山口小学校 伊達　伸子 音楽 声楽 7月17日(金) 9月15日(火) 10月27日(火)

19 静岡県 三島市立中郷中学校 草間　路代 伝統芸能 箏 12月2日(水) 12月9日(水) ―

20 静岡県 焼津市立大富小学校 須賀　令奈 演劇 その他 パントマイム 11月17日(火) ― ―

21 静岡県 菊川市立堀之内小学校 伊達　伸子 音楽 声楽 9月7日(月) 10月5日(月) 2月22日(月)

22 静岡県
川根本町立中川根第一小学
校

上保　節子 演劇 その他 1月28日(木) 1月29日(金) ―

23 静岡県 御殿場市立西中学校 湯山　東 美術 日本画 6月3日(水) 6月23日(火) ―

24 静岡県
静岡県立浜松大平台高等学
校

大岡　淳 演劇 現代劇 12月14日(月) ― ―

25 静岡県 熱海市立第二小学校 杉田　純子 音楽 声楽 7月6日(月) 9月25日(金) 10月9日(金)

26 静岡県 掛川市立和田岡小学校 永井　健二 演劇 現代劇 11月24日(火) 11月25日(水) 11月26日(木)

27 静岡県 沼津市立内浦小学校 小林　教子 音楽 声楽 10月20日(火) ― ―

28 静岡県 函南町立丹那小学校 戸上　眞里 音楽 弦楽器 10月27日(火) ― ―

29 静岡県 伊豆市立天城小学校 戸上　眞里 音楽 弦楽器 10月9日(金) ― ―
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1 愛知県 愛知県立桃陵高等学校 清水　俊和 美術 写真 6月1日(月) 6月5日(金) 6月8日(月)

2 愛知県 愛西市立佐屋西小学校 垣見　美笑子 美術 日本画 10月8日(木) 10月22日(木) ―

3 愛知県 豊田市立則定小学校 岡田　隆弘 演劇 現代劇 11月5日(木) 11月6日(金) ―

4 愛知県 豊山町立志水小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 1月13日(水) ― ―

5 愛知県 北名古屋市立西春小学校 岩田　恭彦 伝統芸能 三味線 尺八、箏 2月5日(金) ― ―

6 愛知県 津島市立藤浪中学校 河村　眞之介 伝統芸能 能楽 10月20日(火) ― ―

7 愛知県 西尾市立一色中学校 山本　眞輔 美術 彫刻 6月9日(火) ― ―

8 愛知県 清須市立西枇杷島小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 1月15日(金) ― ―

9 愛知県 西尾市立荻原小学校 小澤　寛 演劇 現代劇 11月12日(木) 11月16日(月) 11月20日(金)

10 愛知県 愛西市立永和中学校 小山田　卓司 舞踊 現代舞踊 7月1日(水) 7月3日(金) ―

11 愛知県 愛知県立豊橋東高等学校 長谷川　智彦 伝統芸能 能楽 12月15日(火) ― ―

12 愛知県 清須市立古城小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 12月2日(水) ― ―

13 愛知県 津島市立神守中学校 河村　眞之介 伝統芸能 能楽 10月21日(水) ― ―

14 愛知県 北名古屋市立師勝東小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 1月14日(木) ― ―

15 愛知県 北名古屋市立五条小学校 横井　恵子 音楽 声楽 6月19日(金) 7月3日(金) 10月28日(水)

16 愛知県 西尾市立横須賀小学校 小澤　寛 演劇 現代劇 12月10日(木) 1月14日(木) 1月19日(火)

17 愛知県 清須市立清洲東小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 12月1日(火) ― ―

18 愛知県 清須市立星の宮小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 1月20日(水) ― ―

19 愛知県 愛知県立新城東高等学校 天野　順一朗 演劇 現代劇 6月6日(土) 10月16日(金) 12月2日(水)

20 愛知県 津島市立暁中学校 河村　眞之介 伝統芸能 能楽 10月22日(木) ― ―

21 愛知県 北名古屋市立師勝小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 1月19日(火) ― ―

22 愛知県 津島市立天王中学校 河村　眞之介 伝統芸能 能楽 10月26日(月) ― ―

23 愛知県 清須市立桃栄小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 12月4日(金) ― ―

24 愛知県 北名古屋市立栗島小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 1月22日(金) ― ―

25 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 1月21日(木) ― ―

26 愛知県 北名古屋市立鴨田小学校 大久保　智子 伝統芸能 箏 1月18日(月) ― ―

1 三重県 鈴鹿市立一ノ宮小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

6月2日(火) ― ―

2 三重県 津市立南立誠小学校 丸山　亮子 音楽 ピアノ 1月22日(金) ― ―

3 三重県 伊賀市立新居小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 6月11日(木) ― ―

4 三重県 鈴鹿市立牧田小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

10月17日(土) ― ―
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5 三重県 津市立一志東小学校 服部　博之 伝統芸能 和太鼓 6月30日(火) 9月15日(火) 10月6日(火)

6 三重県 津市立一身田小学校 宗像　佳代 演劇 その他 11月16日(月) 11月17日(火) ―

7 三重県 津市立豊津小学校 宗像　佳代 演劇 その他 10月5日(月) 10月6日(火) ―

8 三重県 四日市市立常磐中学校 馬場　浩子 音楽 声楽 10月8日(木) 10月26日(月) 11月2日(月)

9 三重県 名張市立すずらん台小学校 恒岡　光興 美術 その他 陶芸 6月23日(火) 6月24日(水) 6月25日(木)

10 三重県 津市立安東小学校 水谷　忍 伝統芸能 和太鼓 6月8日(月) ― ―

11 三重県 四日市市立常磐小学校 馬場　浩子 音楽 声楽 10月23日(金) 10月29日(木) 11月9日(月)

12 三重県 四日市市立下野小学校 坂　芳明 伝統芸能 三味線 12月10日(木) ― ―

13 三重県 伊賀市立柘植小学校 乙井　智也 大衆芸能 漫才 7月8日(水) 2月20日(土) ―

14 三重県 明和町立修正小学校 宗像　佳代 演劇 その他 10月22日(木) 10月23日(金) 10月26日(月)

15 三重県 四日市市立橋北中学校 馬場　浩子 音楽 声楽 10月15日(木) 10月26日(月) 11月2日(月)

16 三重県 三重県立上野高等学校 佐川　聖二 音楽 管楽器 7月23日(木) 7月29日(水) 8月5日(水)

17 三重県 四日市市立港中学校 馬場　浩子 音楽 声楽 10月8日(木) 10月22日(木) 11月6日(金)

18 三重県
津市立高茶屋小学校あすな
ろ分校

水谷　忍 伝統芸能 和太鼓 11月9日(月) ― ―

19 三重県 四日市市立富洲原中学校 馬場　浩子 音楽 声楽 10月5日(月) 10月15日(木) 10月22日(木)

20 三重県 名張市立薦原小学校 長船　侍夢 美術 その他 10月14日(水) 10月15日(木) 10月16日(金)

21 三重県 四日市市立羽津中学校 馬場　浩子 音楽 声楽 10月16日(金) 10月30日(金) 11月5日(木)

22 三重県 名張市立蔵持小学校 秀　和代 舞踊 身体表現 6月12日(金) ― ―

1 滋賀県 草津市立老上小学校 横沢　道治 音楽 パーカッション 9月1日(火) 10月9日(金) 10月20日(火)

2 滋賀県 滋賀県立長浜高等養護学校 木野　由樹 舞踊 身体表現 6月16日(火) 6月26日(金) ―

3 滋賀県 滋賀県立鳥居本養護学校 田中　万里 音楽 その他
ピアノ、声楽、管
楽器

12月8日(火) ― ―

4 滋賀県 草津市立矢倉小学校 竹内　公一 音楽 声楽 10月14日(水) ― ―

5 滋賀県 長浜市立浅井小学校 坂本　亮子 音楽 その他 篠笛、ピアノ、箏 6月5日(金) 10月2日(金) 11月14日(土)

6 滋賀県 近江八幡市立八幡中学校 大橋　亮介 伝統芸能 和太鼓 7月31日(金) 8月5日(水) 11月18日(水)

7 滋賀県 彦根市立平田小学校 伊藤　直美 音楽 声楽 10月2日(金) ― ―

8 滋賀県 大津市立皇子山中学校 井口　はる菜 伝統芸能 箏 1月27日(水) 1月28日(木) 1月29日(金)

9 滋賀県 東近江市立五個荘中学校 澤嶋　秀昌 音楽 管楽器 7月4日(土) 7月24日(金) 8月8日(土)

10 滋賀県 大津市立堅田中学校 福永　みつ子 伝統芸能 箏 12月2日(水) ― ―

11 滋賀県 草津市立山田小学校 山中　雅博 音楽 ピアノ 7月10日(金) 11月27日(金) 2月5日(金)

12 滋賀県 大津市立富士見小学校 橘　功一郎 美術 彫刻 6月17日(水) 11月18日(水) 2月10日(水)
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13 滋賀県 滋賀県立守山養護学校 萩原　吉樹 音楽 ピアノ 6月19日(金) 11月20日(金) 2月12日(金)

14 滋賀県 長浜市立富永小学校 野々垣　惠信 演劇 ミュージカル 11月5日(木) 11月10日(火) 11月13日(金)

15 滋賀県 滋賀県立三雲養護学校 田中　万里 音楽 その他
ピアノ、声楽、管
楽器

7月3日(金) 12月3日(木) ―

16 滋賀県 大津市立青山中学校 麻植　美弥子 伝統芸能 箏 2月18日(木) 2月19日(金) ―

17 滋賀県 滋賀県立石山高等学校 稲垣　聡 音楽 ピアノ 7月15日(水) 10月28日(水) 1月20日(水)

18 滋賀県 滋賀県立玉川高等学校 森島　洋一 音楽 管楽器 6月13日(土) 7月4日(土) 7月18日(土)

19 滋賀県 長浜市立南中学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 6月17日(水) 9月25日(金) 11月10日(火)

20 滋賀県 高島市立安曇小学校 志鷹　美紗 音楽 ピアノ 6月1日(月) ― ―

1 京都府 南丹市立園部第二小学校 森　季子 音楽 声楽 7月28日(火) 7月29日(水) 8月3日(月)

2 京都府 八幡市立さくら小学校 中尾　友紀 音楽 管楽器 11月30日(月) 12月1日(火) ―

3 京都府 宇治市立宇治小学校 大橋　敏裕 演劇 現代劇 12月15日(火) 12月16日(水) 12月17日(木)

4 京都府 舞鶴市立志楽小学校 茂山　正邦 伝統芸能 能楽 10月29日(木) ― ―

5 京都府 八幡市立くすのき小学校 小谷　常 演劇 人形劇 10月26日(月) 10月30日(金) ―

6 京都府 宇治市立大開小学校 大橋　敏裕 演劇 現代劇 2月19日(金) 2月23日(火) 2月26日(金)

7 京都府 宇治市立南小倉小学校 大橋　敏裕 演劇 現代劇 10月6日(火) 10月15日(木) 10月20日(火)

8 京都府 宇治市立菟道第二小学校 大橋　敏裕 演劇 現代劇 6月3日(水) 6月11日(木) 6月17日(水)

9 京都府 京都府立聾学校舞鶴分校 藤野　透 演劇 人形劇 6月9日(火) ― ―

10 京都府 向日市立向陽小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 11月6日(金) 11月11日(水) 11月13日(金)

11 京都府 宇治市立三室戸小学校 大橋　敏裕 演劇 現代劇 12月2日(水) 12月8日(火) 1月13日(水)

12 京都府 八幡市立八幡小学校 小谷　常 演劇 人形劇 10月28日(水) 11月2日(月) ―

13 京都府 向日市立第２向陽小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 6月29日(月) 6月30日(火) 7月2日(木)

14 京都府 向日市立第３向陽小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 10月20日(火) 10月21日(水) 10月22日(木)

15 京都府 宇治市立西小倉小学校 大橋　敏裕 演劇 現代劇 10月13日(火) 10月21日(水) 10月28日(水)

16 京都府 向日市立第５向陽小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 6月15日(月) 6月16日(火) 6月17日(水)

17 京都府 宇治市立菟道小学校 大橋　敏裕 演劇 現代劇 10月8日(木) 10月14日(水) 10月19日(月)

18 京都府 向日市立第６向陽小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 9月1日(火) 9月2日(水) 9月4日(金)

19 京都府 木津川市立上狛小学校 大橋　敏裕 演劇 現代劇 10月7日(水) 10月19日(月) 10月21日(水)

20 京都府 向日市立第４向陽小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 10月9日(金) 10月16日(金) 10月19日(月)

21 京都府 京都府立鳥羽高等学校 大澤　健一 音楽 その他 指揮 6月6日(土) 7月12日(日) 7月25日(土)

22 京都府 京都府立莵道高等学校 今田　孝一 音楽 管楽器 6月13日(土) 7月20日(月) 7月25日(土)
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23 京都府 京都府立嵯峨野高等学校 茂山　正邦 伝統芸能 その他 狂言 12月9日(水) 12月10日(木) 12月11日(金)

24 京都府
京都府立洛北高等学校附属
中学校

中田　充子 伝統芸能 日本舞踊 9月11日(金) 10月16日(金) 11月13日(金)

25 京都府
京都教育大学附属桃山小学
校

林　美恵子 伝統芸能 箏 箏、三味線 10月2日(金) 10月30日(金) 11月13日(金)

26 京都府
京都教育大学附属京都中学
校

今田　孝一 音楽 管楽器 6月21日(日) 7月12日(日) 8月9日(日)

1 大阪府 四條畷市立田原小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 11月8日(日) ― ―

2 大阪府 四條畷市立四條畷西中学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 12月1日(火) ― ―

3 大阪府 枚方市立蹉跎中学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 11月13日(金) ― ―

4 大阪府 東大阪市立高井田中学校 阿部　真美子 演劇 現代劇 9月10日(木) 9月17日(木) 9月24日(木)

5 大阪府 東大阪市立長瀬東小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 12月3日(木) ― ―

6 大阪府 東大阪市立太平寺小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 6月11日(木) ― ―

7 大阪府 高槻市立土室小学校 富澤　裕 音楽 その他 10月26日(月) 11月16日(月) 12月7日(月)

8 大阪府 茨木市立忍頂寺小学校 元林　伸雄 演劇 現代劇 1月22日(金) 2月5日(金) 2月12日(金)

9 大阪府 八尾市立志紀小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 1月16日(土) ― ―

10 大阪府 八尾市立高美中学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 12月9日(水) ― ―

11 大阪府 八尾市立竹渕小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 12月5日(土) ― ―

12 大阪府 八尾市立上之島小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 6月2日(火) ― ―

13 大阪府 八尾市立高美小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 10月30日(金) ― ―

14 大阪府 八尾市立久宝寺小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 1月14日(木) 1月18日(月) ―

15 大阪府 八尾市立上之島中学校 大口　絵美子 舞踊 その他 ヒップホップ 6月3日(水) 6月10日(水) 6月17日(水)

16 大阪府 八尾市立刑部小学校 高梨　幸治 伝統芸能 和太鼓 6月15日(月) 6月22日(月) 6月29日(月)

17 大阪府 八尾市立長池小学校 高梨　幸治 伝統芸能 和太鼓 7月1日(水) 7月8日(水) 7月15日(水)

18 大阪府 八尾市立用和小学校 高梨　幸治 伝統芸能 和太鼓 6月15日(月) 6月22日(月) 6月29日(月)

19 大阪府 泉南市立一丘中学校 津村　裕也 大衆芸能 落語 7月6日(月) 7月9日(木) 7月10日(金)

20 大阪府 八尾市立亀井中学校 大口　絵美子 舞踊 その他 ヒップホップ 6月5日(金) 6月12日(金) 6月19日(金)

21 大阪府 松原市立松原第五中学校 林　美穂 舞踊 その他 車いすダンス 6月19日(金) ― ―

22 大阪府 八尾市立桂小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 11月16日(月) ― ―

23 大阪府 八尾市立山本小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 11月2日(月) ― ―

24 大阪府 交野市立倉治小学校 笠井　昌代 伝統芸能 箏 1月26日(火) 1月27日(水) ―

25 大阪府 富田林市立向陽台小学校 入江　香奈 音楽 パーカッション 10月1日(木) ― ―

26 大阪府
門真市立門真はすはな中学
校

康　祐一 音楽 その他
韓国伝統楽器と
民族舞踊

9月16日(水) 10月2日(金) 10月23日(金)



平成２７年度文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）　実施校一覧

大項目 中項目 その他 第1回 第2回 第3回

実施分野 実施日

番号
都道府県・政令

指定都市
実施希望校 講師氏名

27 大阪府 茨木市立三島小学校 元林　伸雄 演劇 現代劇 10月16日(金) 10月23日(金) 10月30日(金)

28 大阪府 八尾市立中高安小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 11月10日(火) ― ―

29 大阪府 大阪府立摂津支援学校 山口　隆士郎 音楽 パーカッション 7月13日(月) 9月28日(月) 1月28日(木)

30 大阪府 城南学園中学校 岡田　優子 演劇 ミュージカル 7月23日(木) ― ―

31 大阪府 東大阪市立長栄中学校 大嶽　和久 伝統芸能 箏 11月6日(金) 1月19日(火) ―

32 大阪府 茨木市立郡山小学校 首藤　慎二 演劇 現代劇 2月4日(木) 2月15日(月) 2月22日(月)

33 大阪府 大阪府立高槻支援学校 葛西　友子 音楽 パーカッション 6月9日(火) 6月12日(金) 6月17日(水)

34 大阪府 大阪府立香里丘高等学校 室　考治 音楽 管楽器 6月13日(土) 7月11日(土) 11月15日(日)

35 大阪府 八尾市立大正小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 6月9日(火) 6月16日(火) ―

36 大阪府 交野市立交野小学校 笠井　昌代 伝統芸能 箏 1月28日(木) 1月29日(金) ―

37 大阪府 大阪府立旭高等学校 鈴木　剛 舞踊 その他 車いすダンス 1月21日(木) ― ―

38 大阪府 大阪府立佐野高等学校 荻山　志行 大衆芸能 落語 6月5日(金) 6月26日(金) ―

39 大阪府
大阪府教育センター附属高
等学校

紙本　明子 演劇 現代劇 11月16日(月) 11月30日(月) 12月21日(月)

40 大阪府 交野市立郡津小学校 笠井　昌代 伝統芸能 箏 12月4日(金) 12月7日(月) ―

41 大阪府 交野市立岩船小学校 笠井　昌代 伝統芸能 箏 1月18日(月) ― ―

42 大阪府 大阪府立寝屋川支援学校 菅崎　誉 音楽 管楽器 6月30日(火) 7月2日(木) 7月3日(金)

43 大阪府 大阪府立池田北高等学校 木村　寛仁 音楽 管楽器 7月10日(金) 12月15日(火) ―

44 大阪府 吹田市立豊津第二小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 1月19日(火) 1月26日(火) 2月2日(火)

45 大阪府 高槻市立樫田小学校 井上　真実 伝統芸能 その他 篠笛 10月20日(火) 10月27日(火) 11月5日(木)

46 大阪府 大阪府立大手前高等学校 青田　朝代 生活文化 茶道 6月20日(土) 6月27日(土) ―

47 大阪府
河内長野市立美加の台中学
校

岩下　徹 舞踊 現代舞踊 6月9日(火) 6月10日(水) ―

48 大阪府 交野市立私市小学校 吉向　孝造 美術 その他 陶芸 11月30日(月) 12月1日(火) 1月20日(水)

49 大阪府 大阪府立北淀高等学校 森田　眞千子 美術 その他 絵手紙 10月15日(木) 11月20日(金) 1月14日(木)

50 大阪府 交野市立星田小学校 笠井　昌代 伝統芸能 箏 12月11日(金) 1月18日(月) ―

51 大阪府 大阪府立福井高等学校 飯室　巨起 演劇 その他 パントマイム 11月5日(木) 11月12日(木) 11月19日(木)

52 大阪府 大阪府立夕陽丘高等学校 井上　隆平 音楽 弦楽器 10月19日(月) ― ―

1 兵庫県 南あわじ市立神代小学校 円山　伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 12月1日(火) ― ―

2 兵庫県 洲本市立加茂小学校 円山　伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 1月25日(月) ― ―

3 兵庫県 淡路市立生穂小学校 記虎　篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月8日(火) ― ―

4 兵庫県 洲本市立広石小学校 田村　公規 伝統芸能 人形浄瑠璃 2月6日(土) ― ―
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5 兵庫県 兵庫県立赤穂特別支援学校 井関　京子 生活文化 その他 赤穂緞通 6月29日(月) 10月16日(金) ―

6 兵庫県 南あわじ市立湊小学校 興津　徳也 伝統芸能 人形浄瑠璃 1月21日(木) ― ―

7 兵庫県 南あわじ市立倭文小学校 興津　徳也 伝統芸能 人形浄瑠璃 12月15日(火) ― ―

8 兵庫県
学校法人柳学園柳学園中学
校

円山　伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 1月25日(月) 1月26日(火) ―

9 兵庫県 南あわじ市立三原中学校 興津　徳也 伝統芸能 人形浄瑠璃 12月11日(金) 12月18日(金) 2月9日(火)

10 兵庫県 明石市立谷八木小学校 高野　巧 伝統芸能 和太鼓 6月12日(金) 10月23日(金) 2月26日(金)

11 兵庫県 南あわじ市立福良小学校 記虎　篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月11日(木) 10月15日(木) 12月3日(木)

12 兵庫県 兵庫県立淡路三原高等学校 円山　伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月2日(火) 6月9日(火) 6月16日(火)

13 兵庫県 南あわじ市立南淡中学校 記虎　篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月17日(木) 11月5日(木) 11月9日(月)

14 兵庫県 淡路市立一宮中学校 記虎　篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月18日(金) ― ―

15 兵庫県 尼崎市立杭瀬小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 11月4日(水) ― ―

16 兵庫県 丹波市立崇広小学校 上田　敦史 伝統芸能 能楽 7月7日(火) 7月8日(水) ―

17 兵庫県 兵庫県立視覚特別支援学校 岩見　佳子 音楽 パーカッション 10月21日(水) ― ―

18 兵庫県 宍粟市立戸原小学校 興梠　直人 演劇 人形劇 7月2日(木) ― ―

19 兵庫県 南あわじ市立八木小学校 本濱　寿明 音楽 管楽器 6月9日(火) ― ―

20 兵庫県 兵庫県立神戸甲北高等学校 西際　重剛 生活文化 その他 香道 11月5日(木) 11月12日(木) ―

21 兵庫県 丹波市立神楽小学校 南　麻紀 音楽 ピアノ 7月3日(金) ― ―

22 兵庫県 宍粟市立都多小学校 興梠　直人 演劇 人形劇 7月3日(金) ― ―

23 兵庫県 丹波市立東小学校 上田　敦史 伝統芸能 能楽 7月7日(火) 7月8日(水) ―

24 兵庫県 宍粟市立一宮南中学校 大嶋　康司 音楽 管楽器 10月15日(木) ― ―

25 兵庫県 宍粟市立一宮北中学校 大嶋　康司 音楽 管楽器 10月16日(金) ― ―

26 兵庫県 宍粟市立神野小学校 永井　由比 音楽 管楽器 7月7日(火) ― ―

27 兵庫県 宍粟市立千種小学校 永井　由比 音楽 管楽器 7月8日(水) ― ―

28 兵庫県 宍粟市立伊水小学校 永井　由比 音楽 管楽器 7月8日(水) ― ―

29 兵庫県 宍粟市立城下小学校 永井　由比 音楽 管楽器 7月9日(木) ― ―

30 兵庫県 宍粟市立河東小学校 永井　由比 音楽 管楽器 7月10日(金) ― ―

31 兵庫県 宍粟市立波賀小学校 永井　由比 音楽 管楽器 9月29日(火) ― ―

32 兵庫県 宍粟市立染河内小学校 永井　由比 音楽 管楽器 9月29日(火) ― ―

33 兵庫県 宍粟市立神戸小学校 永井　由比 音楽 管楽器 9月30日(水) ― ―

34 兵庫県 宍粟市立繁盛小学校 永井　由比 音楽 管楽器 9月30日(水) ― ―
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35 兵庫県 宍粟市立山崎西小学校 永井　由比 音楽 管楽器 10月1日(木) ― ―

36 兵庫県 宍粟市立下三方小学校 永井　由比 音楽 管楽器 6月3日(水) ― ―

37 兵庫県 宍粟市立三方小学校 永井　由比 音楽 管楽器 6月3日(水) ― ―

38 兵庫県 宍粟市立山崎小学校 永井　由比 音楽 管楽器 6月4日(木) ― ―

39 兵庫県 洲本市立中川原小学校 中田　丈次 音楽 パーカッション 9月30日(水) ― ―

40 兵庫県 兵庫県立神戸高塚高等学校 村井　博之 音楽 管楽器 7月12日(日) 7月19日(日) 7月26日(日)

41 兵庫県 兵庫県立鳴尾高等学校 坂口　雅秀 音楽 弦楽器 6月7日(日) 8月1日(土) 8月27日(木)

42 兵庫県 三木市立広野小学校 宮本　泰江 音楽 声楽 7月13日(月) 7月14日(火) 7月15日(水)

43 兵庫県 洲本市立洲本第二小学校 藤渓　優子 音楽 その他
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

10月28日(水) ― ―

44 兵庫県
学校法人東洋大学　東洋大
学附属姫路中学校

佐野　愛子 生活文化 茶道 6月27日(土) 1月30日(土) ―

45 兵庫県
学校法人神戸山手学園　神
戸山手女子中学校高等学校

松井　隆司 音楽 その他 オーケストラ 12月12日(土) ― ―

46 兵庫県 洲本市立由良小学校 中田　丈次 音楽 パーカッション 2月17日(水) ― ―

47 兵庫県 兵庫県立宝塚西高等学校 今田　孝一 音楽 管楽器 6月14日(日) 7月5日(日) 7月26日(日)

48 兵庫県 洲本市立都志小学校 藤渓　優子 音楽 その他
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

11月27日(金) ― ―

49 兵庫県 宝塚市立末広小学校 山中　麻乃 伝統芸能 能楽 1月27日(水) 2月3日(水) 2月10日(水)

50 兵庫県 洲本市立洲本第三小学校 伊波　淑 音楽 その他 ジャズ 11月12日(木) ― ―

51 兵庫県 兵庫県立東播磨高等学校 福原　隼人 音楽 管楽器 6月7日(日) 6月21日(日) 7月12日(日)

52 兵庫県 兵庫県立伊丹高等学校 小原　宣之 演劇 現代劇 2月4日(木) 2月18日(木) ―

53 兵庫県 洲本市立鮎原小学校 伊波　淑 音楽 その他 ジャズ 11月19日(木) ― ―

54 兵庫県 伊丹市立東中学校 小原　宣之 演劇 現代劇 7月1日(水) 7月2日(木) 7月3日(金)

55 兵庫県
学校法人柳学園　柳学園高
等学校

伊波　秀進 音楽 その他 ジャズ 7月12日(日) 8月9日(日) 12月23日(水)

56 兵庫県 明石市立二見西小学校 藤本　由香 音楽 声楽 7月2日(木) ― ―

57 兵庫県 兵庫県立有馬高等学校 渡辺　秀之 音楽 管楽器 吹奏楽 6月6日(土) 7月25日(土) 9月5日(土)

58 兵庫県 洲本市立大野小学校 藤渓　優子 音楽 その他
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

10月22日(木) ― ―

59 兵庫県 兵庫県立神戸北高等学校 遠藤　和実 音楽 その他 吹奏楽 6月20日(土) 7月18日(土) 7月25日(土)

60 兵庫県 兵庫県立津名高等学校 石田　智子 音楽 その他 吹奏楽 7月11日(土) 11月28日(土) 2月6日(土)

61 兵庫県
兵庫県立神戸鈴蘭台高等学
校

朝倉　洋 音楽 管楽器 6月7日(日) 11月29日(日) 2月21日(日)

62 兵庫県 兵庫県立姫路南高等学校 坂上　弘志 音楽 その他 吹奏楽 6月21日(日) 7月19日(日) 11月28日(土)

1 奈良県 三郷町立三郷小学校 鈴木　剛 舞踊 その他 車いすダンス 1月29日(金) ― ―

2 奈良県 上牧町立上牧中学校 鈴木　剛 舞踊 その他 車いすダンス 10月31日(土) ― ―
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3 奈良県 奈良市立並松小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

11月5日(木) ― ―

4 奈良県 天理市立北中学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 10月29日(木) ― ―

5 奈良県 御所市立掖上小学校 丸山　茂樹 音楽 弦楽器 三線 10月22日(木) ― ―

6 奈良県 王寺町立王寺南中学校 鈴木　剛 舞踊 その他 車いすダンス 12月14日(月) ― ―

7 奈良県 天理市立福住小学校 大久保　哲朗 伝統芸能 和太鼓 11月21日(土) ― ―

8 奈良県 奈良市立二名小学校 米田　喜史子 音楽 声楽 10月21日(水) 11月11日(水) ―

9 奈良県 大和郡山市立片桐中学校 林　佐恵 舞踊 その他 車いすダンス 9月11日(金) ― ―

10 奈良県 奈良市立佐保川小学校 山城　雅也 音楽 管楽器 7月1日(水) 9月9日(水) ―

11 奈良県 田原本町立南小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 11月7日(土) ― ―

12 奈良県 奈良市立富雄南中学校 吉田　春雄 伝統芸能 その他 尺八 2月3日(水) 2月10日(水) ―

13 奈良県 平群町立平群南小学校 鈴木　剛 舞踊 その他 車いすダンス 11月26日(木) ― ―

14 奈良県
奈良県立法隆寺国際高等学
校

川本　三栄子 大衆芸能 講談 6月8日(月) ― ―

15 奈良県 生駒市立生駒南第二小学校 山中　雅志 伝統芸能 能楽 11月11日(水) 11月17日(火) 11月18日(水)

16 奈良県 大和郡山市立郡山中学校 林　佐恵 舞踊 その他 車いすダンス 6月1日(月) ― ―

17 奈良県 明日香村立聖徳中学校 松尾　美保 音楽 ピアノ 6月2日(火) 6月4日(木) 6月11日(木)

18 奈良県 奈良市立三碓小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 10月8日(木) ― ―

19 奈良県 宇陀市立菟田野中学校 西田　信隆 伝統芸能 能楽 12月7日(月) 12月8日(火) ―

20 奈良県 王寺町立王寺中学校 鈴木　剛 舞踊 その他 車いすダンス 11月20日(金) ― ―

21 奈良県 奈良市立辰市小学校 三浦　伸也 文学 朗読 2月8日(月) 2月9日(火) 2月10日(水)

22 奈良県 奈良市立伏見南小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 6月29日(月) ― ―

23 奈良県 香芝市立関屋小学校 福盛　邦彦 音楽 管楽器 6月5日(金) ― ―

24 奈良県 奈良市立東登美ヶ丘小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 10月1日(木) ― ―

25 奈良県 奈良市立青和小学校 安藤　広二 舞踊 その他 車いすダンス 10月15日(木) ― ―

26 奈良県 奈良県立平城高等学校 濵地 恵梨子 音楽 管楽器 7月8日(水) 9月13日(日) 11月17日(火)

27 奈良県 奈良市立富雄南中学校 豆板　孝子 伝統芸能 箏 2月4日(木) ― ―

28 奈良県 奈良市立佐保川小学校 笠置　侃一 伝統芸能 その他 雅楽 1月22日(金) ― ―

1 和歌山県 印南町立稲原小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 11月5日(木) ― ―

2 和歌山県 印南町立清流小学校 長谷川　朝子 音楽 その他 音楽と舞踊 11月5日(木) 11月6日(金) ―

3 和歌山県 紀美野町立毛原小学校 井澤　正憲 美術 その他 陶芸 10月1日(木) 10月29日(木) ―

1 鳥取県 鳥取市立散岐小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月7日(火) ― ―
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2 鳥取県 鳥取市立美和小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月7日(火) ― ―

3 鳥取県 八頭町立大江小学校 今度　珠美 演劇 現代劇 10月16日(金) 10月23日(金) 10月30日(金)

4 鳥取県 江府町立江府中学校 今田　孝一 音楽 管楽器 6月7日(日) 6月28日(日) 7月19日(日)

5 鳥取県
米子市日吉津村中学校組合
立箕蚊屋中学校

今田　孝一 音楽 管楽器 11月22日(日) 12月6日(日) 1月17日(日)

6 鳥取県 米子市立尚徳中学校 今田　孝一 音楽 管楽器 6月6日(土) 6月27日(土) 7月18日(土)

7 鳥取県 米子市立福米東小学校 今田　孝一 音楽 管楽器 9月13日(日) 10月18日(日) 11月15日(日)

1 島根県 大田市立大森小学校 小川　洋二 大衆芸能 落語 7月7日(火) 11月5日(木) 11月18日(水)

2 島根県 邑南町立矢上小学校 藤原　才知 音楽 弦楽器 6月24日(水) ― ―

3 島根県 隠岐の島町立西郷小学校 北川　健太郎 伝統芸能 能楽 9月10日(木) ― ―

4 島根県 隠岐の島町立中条小学校 北川　健太郎 伝統芸能 能楽 9月11日(金) ― ―

5 島根県 隠岐の島町立有木小学校 北川　健太郎 伝統芸能 能楽 9月10日(木) ― ―

6 島根県 出雲市立東小学校 巨勢　典子 音楽 ピアノ 11月17日(火) ― ―

7 島根県 出雲市立出東小学校 巨勢　典子 音楽 ピアノ 11月19日(木) ― ―

8 島根県 出雲市立平田小学校 巨勢　典子 音楽 ピアノ 11月20日(金) ― ―

9 島根県 邑南町立高原小学校 田中　公道 音楽 声楽 6月5日(金) ― ―

10 島根県 出雲市立国富小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

6月4日(木) ― ―

11 島根県 出雲市立窪田小学校 渡部　良治 伝統芸能 歌舞伎 11月4日(水) 11月11日(水) 11月18日(水)

12 島根県 松江市立八束学園 有田　幸 演劇 その他 6月25日(木) 10月27日(火) 1月26日(火)

13 島根県 隠岐の島町立磯小学校 原　豊 音楽 声楽 6月16日(火) 6月17日(水) 10月6日(火)

1 岡山県 井原市立青野小学校 浜　真由美 音楽 パーカッション 10月13日(火) ― ―

2 岡山県 矢掛町立山田小学校 浜　真由美 音楽 パーカッション 10月14日(水) ― ―

3 岡山県 矢掛町立中川小学校 浜　真由美 音楽 パーカッション 10月13日(火) ― ―

4 岡山県 矢掛町立三谷小学校 浜　真由美 音楽 パーカッション 10月14日(水) ― ―

5 岡山県 岡山県立倉敷商業高等学校 林　成彦 演劇 現代劇 7月13日(月) 7月14日(火) 7月15日(水)

6 岡山県 倉敷市立中島小学校 大橋　倫子 音楽 声楽 6月15日(月) ― ―

7 岡山県 倉敷市立第一福田小学校 芳田　泰朗 伝統芸能 その他 狂言 9月25日(金) ― ―

8 岡山県 玉野市立宇野小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 6月15日(月) ― ―

9 岡山県 総社市立総社東小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

12月3日(木) ― ―

10 岡山県 高梁市立川面小学校 港　菜都子 音楽 パーカッション 6月3日(水) ― ―

11 岡山県 玉野市立日比小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

6月17日(水) ― ―
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12 岡山県 備前市立香登小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

6月5日(金) ― ―

13 岡山県 矢掛町立美川小学校 佐山　真知子 演劇 ミュージカル 10月16日(金) ― ―

14 岡山県 赤磐市立仁美小学校 佐山　真知子 演劇 ミュージカル 10月17日(土) ― ―

15 岡山県 矢掛町立矢掛小学校 佐山　真知子 演劇 ミュージカル 10月16日(金) ― ―

16 岡山県 矢掛町立川面小学校 佐山　真知子 演劇 ミュージカル 10月15日(木) ― ―

17 岡山県 矢掛町立小田小学校 佐山　真知子 演劇 ミュージカル 10月15日(木) ― ―

18 岡山県 岡山県立西大寺高等学校 服部　一啓 美術 書 8月9日(日) ― ―

19 岡山県 岡山県立岡山芳泉高等学校 服部　一啓 美術 書 8月10日(月) ― ―

20 岡山県 岡山県立鴨方高等学校 服部　一啓 美術 書 8月8日(土) ― ―

21 岡山県 岡山県立岡山南高等学校 服部　一啓 美術 書 8月9日(日) ― ―

22 岡山県 岡山県立岡山東商高等学校 服部　一啓 美術 書 8月8日(土) ― ―

23 岡山県 倉敷市立下津井東小学校 津本　由香倫 伝統芸能 その他 民謡 9月10日(木) 10月8日(木) 11月4日(水)

24 岡山県 倉敷市立下津井西小学校 津本　由香倫 伝統芸能 その他 民謡 9月10日(木) 10月8日(木) 11月26日(木)

25 岡山県 高梁市立玉川小学校 橋本　石基 伝統芸能 箏 7月23日(木) 11月12日(木) 2月19日(金)

26 岡山県 高梁市立富家小学校 浦田　隆司 音楽 声楽 10月7日(水) ― ―

27 岡山県 和気町立佐伯小学校 鈴木　英子 音楽 声楽 10月30日(金) 1月29日(金) 2月26日(金)

28 岡山県 倉敷市立穂井田小学校 島田　凪生 伝統芸能 その他 狂言 1月12日(火) 1月13日(水) 1月23日(土)

29 岡山県 真庭市立余野小学校 野村　俊一 音楽 管楽器 10月26日(月) ― ―

30 岡山県 真庭市立月田小学校 小谷野　哲郎 舞踊 その他
バリ島の舞踊と
音楽

6月18日(木) ― ―

31 岡山県 美咲町立美咲中央小学校 鈴木　英子 音楽 声楽 6月4日(木) 10月22日(木) ―

32 岡山県 瀬戸内市立牛窓西小学校 岡本　永姫 舞踊 その他 韓国舞踊・芸能 9月10日(木) 9月17日(木) 10月1日(木)

33 岡山県 津山市立弥生小学校 鈴木　英子 音楽 声楽 10月30日(金) 11月6日(金) 2月17日(水)

34 岡山県
岡山県健康の森学園支援学
校

大澗　弘幸 演劇 現代劇 6月15日(月) 12月11日(金) ―

35 岡山県 津山市立向陽小学校 片山　一 伝統芸能 箏 箏、尺八 1月15日(金) ― ―

36 岡山県 備前市立神根小学校 田中　瑞穂 伝統芸能 その他 9月9日(水) 10月21日(水) 11月12日(木)

37 岡山県 吉備中央町立上竹荘小学校 菅野　正富 美術 その他
書、デザイン、絵
手紙

11月27日(金) ― ―

38 岡山県 和気町立和気小学校 石野　康夫 伝統芸能 和太鼓 11月6日(金) 11月10日(火) 11月13日(金)

39 岡山県 赤磐市立山陽北小学校 小山　紀子 音楽 声楽 12月15日(火) 1月19日(火) 2月2日(火)

40 岡山県 高梁市立富家小学校 木村　憲次 美術 その他 備前焼 6月26日(金) ― ―

41 岡山県 美咲町立美咲中央小学校 西尾　紀子 美術 その他 ポーセラーツ 2月18日(木) ― ―
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42 岡山県 高梁市立富家小学校 友光　雅司 音楽 ピアノ 6月23日(火) ― ―

1 広島県 広島県立尾道特別支援学校 藤原　あかね 伝統芸能 和太鼓 6月10日(水) 6月16日(火) 6月17日(水)

2 広島県 呉市立音戸小学校 土井　裕文 伝統芸能 和太鼓 6月19日(金) 9月18日(金) 11月6日(金)

3 広島県 尾道市立久保中学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 7月8日(水) 10月14日(水) ―

4 広島県 東広島市立三津小学校 絹谷　幸二 美術 洋画 6月24日(水) ― ―

5 広島県 竹原市立忠海中学校 今村　裕次郎 演劇 現代劇 10月29日(木) 10月30日(金) 10月31日(土)

6 広島県 広島県立御調高等学校 富永　友紀 演劇 ミュージカル 10月13日(火) 10月14日(水) 10月15日(木)

7 広島県 福山市立鳳中学校 池田　歳子 伝統芸能 日本舞踊 10月6日(火) 10月20日(火) 10月27日(火)

8 広島県 神石高原町立来見小学校 荒木　紀恵 伝統芸能 能楽 7月15日(水) 8月6日(木) 9月9日(水)

9 広島県 三原市立幸崎中学校 新倉　近子 演劇 その他 9月24日(木) 10月15日(木) 10月29日(木)

10 広島県 熊野町立熊野第一小学校 土井　裕文 伝統芸能 和太鼓 10月6日(火) 10月27日(火) 11月10日(火)

11 広島県 呉市立広南中学校 尾崎　隆志 大衆芸能 落語 7月4日(土) 7月10日(金) 10月9日(金)

12 広島県 尾道市立久保小学校 吉田　潔司 伝統芸能 能楽 6月10日(水) 7月8日(水) 9月9日(水)

13 広島県 東広島市立板城西小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 11月25日(水) 12月9日(水) 12月16日(水)

14 広島県 熊野町立熊野中学校 土井　裕文 伝統芸能 和太鼓 11月11日(水) 12月3日(木) 1月14日(木)

15 広島県 福山市立中条小学校 奥野　純子 音楽 声楽 6月18日(木) 11月11日(水) 11月18日(水)

16 広島県 呉市立明徳小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

2月7日(日) ― ―

17 広島県 東広島市立福富中学校 末久　誉子 舞踊 その他 9月16日(水) 9月30日(水) 12月18日(金)

18 広島県 熊野町立熊野第四小学校 土井　裕文 伝統芸能 和太鼓 10月16日(金) 10月30日(金) 11月13日(金)

19 広島県 福山市立金江小学校 樋口　智恵 演劇 ミュージカル 9月29日(火) 10月23日(金) 11月6日(金)

20 広島県 熊野町立熊野第二小学校 土井　裕文 伝統芸能 和太鼓 10月8日(木) 10月20日(火) 11月11日(水)

1 山口県 岩国市立修成小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 7月1日(水) ― ―

2 山口県 下関市立粟野小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 7月1日(水) ― ―

3 山口県 岩国市立美川小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 7月3日(金) ― ―

4 山口県 美祢市立於福小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 2月18日(木) ― ―

5 山口県 岩国市立そお小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 7月2日(木) ― ―

6 山口県 下関市立小串小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ 10月5日(月) ― ―

7 山口県 岩国市立美和東小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 10月2日(金) ― ―

8 山口県 周南市立夜市小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ ピアノトリオ 12月18日(金) 12月21日(月) ―

9 山口県 下関市立豊洋中学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ 10月8日(木) ― ―
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10 山口県 下関市立名池小学校 中山　佳子 伝統芸能 日本舞踊 6月11日(木) ― ―

11 山口県 宇部市立岬小学校 中尾　友紀 音楽 管楽器 10月13日(火) 10月26日(月) ―

12 山口県 山口市立大殿中学校 今村　嘉太郎 伝統芸能 能楽 6月11日(木) ― ―

13 山口県
山口大学教育学部附属光中
学校

川上　裕司 音楽 弦楽器 6月12日(金) ― ―

14 山口県 下関市立垢田小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 6月3日(水) ― ―

15 山口県 岩国市立玖珂小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 9月29日(火) 9月30日(水) 10月1日(木)

16 山口県 宇部市立藤山中学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月8日(月) 7月6日(月) 7月16日(木)

17 山口県 宇部市立上宇部中学校 中尾　友紀 音楽 管楽器 10月13日(火) 10月25日(日) ―

18 山口県 周南市立富田西小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ ピアノトリオ 12月17日(木) 12月18日(金) 12月21日(月)

19 山口県 山口市立大内小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 6月17日(水) 6月18日(木) ―

20 山口県 岩国市立岩国小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 10月13日(火) ― ―

21 山口県 光市立室積小学校 大畑　恵三 音楽 弦楽器 10月19日(月) ― ―

22 山口県 防府市立松崎小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 10月20日(火) ― ―

23 山口県 岩国市立川上小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 7月3日(金) ― ―

24 山口県 山口市立平川小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 6月4日(木) ― ―

25 山口県 岩国市立米川小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 6月30日(火) ― ―

26 山口県 山口市立名田島小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 2月16日(火) ― ―

27 山口県 長門市立菱海中学校 田渕　惠実 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月10日(金) ― ―

28 山口県 周防大島町立明新小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 10月1日(木) ― ―

29 山口県 下関市立熊野小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 6月4日(木) ― ―

30 山口県 山口市立鴻南中学校 佐藤　康恵 伝統芸能 箏 1月12日(火) 1月13日(水) 1月14日(木)

31 山口県 美祢市立重安小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 2月18日(木) ― ―

32 山口県 美祢市立淳美小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ ピアノトリオ 12月22日(火) ― ―

33 山口県 岩国市立玖珂中央小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 9月29日(火) 9月30日(水) 10月1日(木)

34 山口県 柳井市立柳東小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 11月9日(月) ― ―

35 山口県 下松市立下松小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 9月24日(木) ― ―

36 山口県 山口市立柚野木小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ ピアノトリオ 12月14日(月) ― ―

37 山口県 山口市立二島小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 2月15日(月) 2月16日(火) ―

38 山口県 山口市立嘉年小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ ピアノトリオ 12月14日(月) ― ―

39 山口県 山口市立生雲小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ ピアノトリオ 12月16日(水) ― ―
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40 山口県 柳井市立柳井小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 6月16日(火) ― ―

41 山口県 下関市立小月小学校 中山　佳子 伝統芸能 日本舞踊 6月26日(金) ― ―

42 山口県 下関市立清末小学校 中山　佳子 伝統芸能 日本舞踊 9月29日(火) ― ―

43 山口県 下関市立長府小学校 中山　佳子 伝統芸能 日本舞踊 10月6日(火) ― ―

44 山口県 周南市立遠石小学校 大畑　恵三 音楽 弦楽器 10月20日(火) ― ―

45 山口県 田布施町立城南小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 6月18日(木) ― ―

46 山口県 山陽小野田市立本山小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 9月30日(水) ― ―

47 山口県 萩市立椿東小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 10月29日(木) ― ―

48 山口県 宇部市立二俣瀬小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 2月17日(水) ― ―

49 山口県 下関市立吉田小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月22日(月) 9月28日(月) 11月9日(月)

50 山口県 下関市立神玉小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ 10月7日(水) ― ―

51 山口県 下関市立楢崎小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 10月1日(木) 10月8日(木) 10月22日(木)

52 山口県 山口市立徳佐小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ ピアノトリオ 12月15日(火) 12月16日(水) ―

53 山口県 下関市立滝部小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ 10月5日(月) 10月7日(水) ―

54 山口県 下関市立豊東小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 9月24日(木) 11月19日(木) 12月21日(月)

55 山口県 宇部鴻城高等学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 7月22日(水) 7月29日(水) 8月5日(水)

56 山口県 下関市立安岡中学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月14日(日) 6月28日(日) 7月19日(日)

57 山口県 宇部市立桃山中学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月6日(土) 7月4日(土) 7月25日(土)

58 山口県 岩国市立高森小学校 長山　善洋 音楽 その他 鍵盤ハーモニカ 6月30日(火) 7月1日(水) 7月2日(木)

59 山口県 下関市立文関小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 10月6日(火) ― ―

60 山口県 下関市立山の田中学校 小野　朋子 音楽 声楽
声楽、ピアノ、マ
リンバ、管楽器

10月6日(火) 10月9日(金) 10月13日(火)

61 山口県 周南市立岐陽中学校 濵地 恵梨子 音楽 管楽器 8月3日(月) 10月19日(月) 10月20日(火)

62 山口県 下関市立東部中学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月4日(木) 7月23日(木) 12月3日(木)

63 山口県 長門市立深川中学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月27日(土) 7月20日(月) 7月27日(月)

64 山口県 防府市立佐波中学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月13日(土) 7月5日(日) 7月18日(土)

65 山口県 下関市立安岡小学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 8月25日(火) 8月26日(水) 1月20日(水)

66 山口県 長門市立仙崎小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月1日(月) 6月29日(月) 7月13日(月)

67 山口県 防府市立佐波小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 7月4日(土) ― ―

68 山口県 岩国市立平田小学校 三原　清加 音楽 弦楽器 2月10日(水) 2月15日(月) ―

69 山口県 下関市立一の宮小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 7月3日(金) ― ―
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70 山口県 萩市立田万川中学校 山本　貞一 伝統芸能 その他 神楽 6月5日(金) 6月16日(火) 6月23日(火)

71 山口県 山口市立さくら小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ ピアノトリオ 12月15日(火) ― ―

72 山口県 山口市立井関小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月2日(火) 6月23日(火) 7月14日(火)

73 山口県 山口市立上郷小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月6日(土) 7月4日(土) 7月28日(火)

74 山口県 山口市立陶小学校 佐藤　康恵 伝統芸能 箏 1月25日(月) 1月26日(火) ―

75 山口県 防府市立華城小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月7日(日) 6月21日(日) 7月12日(日)

76 山口県 宇部市立西岐波中学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月20日(土) 7月11日(土) 7月26日(日)

77 山口県 山口市立嘉川小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 10月5日(月) 10月19日(月) 10月26日(月)

78 山口県
山口大学教育学部附属山口
中学校

川上　裕司 音楽 弦楽器 6月11日(木) ― ―

79 山口県 長門市立深川小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 6月16日(火) ― ―

80 山口県 山口市立大殿小学校 米本　太郎 伝統芸能 その他 狂言 6月9日(火) 7月7日(火) 12月2日(水)

81 山口県 防府市立牟礼南小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 7月24日(金) 7月31日(金) 8月4日(火)

82 山口県 下関市立角島小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ 10月6日(火) ― ―

83 山口県 下関市立西市小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 2月4日(木) 2月18日(木) 2月25日(木)

84 山口県 下関市立桜山小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 9月7日(月) 9月10日(木) 9月14日(月)

85 山口県 田布施町立東田布施小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 10月2日(金) ― ―

86 山口県 山口県立防府商工高等学校 小野　朋子 音楽 声楽 6月3日(水) 6月5日(金) 8月21日(金)

87 山口県 山口市立小郡小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ 7月7日(火) 7月8日(水) 7月9日(木)

88 山口県 長門市立油谷小学校 田渕　惠実 音楽 ピアノ 7月10日(金) ― ―

89 山口県 岩国市立中田小学校 梅津　聖子 演劇 現代劇 10月15日(木) 10月22日(木) 10月29日(木)

90 山口県 下関市立神田小学校 棟久　木綿佳 音楽 ピアノ 10月6日(火) ― ―

91 山口県 山口市立小鯖小学校 米本　太郎 伝統芸能 その他 狂言 6月30日(火) 7月6日(月) 9月16日(水)

92 山口県 下関市立江浦小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月25日(木) 8月27日(木) 9月17日(木)

93 山口県 美祢市立厚保小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 12月1日(火) 1月12日(火) 1月26日(火)

94 山口県 山口市立小郡南小学校 濵地 恵梨子 音楽 管楽器 10月15日(木) 10月16日(金) 11月5日(木)

95 山口県 山口市立佐山小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月16日(火) 11月12日(木) 1月21日(木)

96 山口県 山口市立小郡中学校 佐藤　康恵 伝統芸能 箏 7月7日(火) 7月8日(水) 7月9日(木)

97 山口県 下関市立菊川中学校 アンドレ・アンリ 音楽 管楽器 6月12日(金) 7月10日(金) 9月11日(金)

98 山口県 美祢市立嘉万小学校 小野　隆洋 音楽 管楽器 6月18日(木) 10月29日(木) 12月17日(木)

99 山口県 柳井市立柳北小学校 梅津　聖子 演劇 ミュージカル 10月13日(火) ― ―
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100 山口県 山陽小野田市立須恵小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 9月25日(金) ― ―

1 徳島県 徳島市宮井小学校 橋本　治子 伝統芸能 能楽 9月4日(金) ― ―

2 徳島県 徳島県立川島中学校 大西　義浩 美術 その他 陶芸 7月8日(水) 7月9日(木) ―

3 徳島県 板野町立板野中学校 新名　純子 生活文化 食文化 11月18日(水) 11月20日(金) ―

4 徳島県 美波町立日和佐中学校 石本　千恵子 生活文化 食文化 12月2日(水) ― ―

5 徳島県 徳島県立富岡東中学校 森田　悦子 伝統芸能 人形浄瑠璃 11月5日(木) ― ―

6 徳島県 阿南市立加茂谷中学校 阿部　利雄 生活文化 その他 藍染 6月10日(水) ― ―

7 徳島県 徳島市新町小学校 猪子　恵 音楽 その他
ピアノ、パーカッ
ション、弦楽器

9月25日(金) ― ―

8 徳島県 北島町立北島小学校 橋本　治子 伝統芸能 能楽 9月28日(月) ― ―

9 徳島県 石井町石井小学校 山上　具視 伝統芸能 その他 1月15日(金) ― ―

10 徳島県 つるぎ町立太田小学校 田中　敦子 伝統芸能 三味線 6月17日(水) ― ―

11 徳島県 徳島市昭和小学校 生乃　久法 音楽 管楽器 7月18日(土) 8月27日(木) 9月26日(土)

12 徳島県 徳島市入田中学校 阿部　利雄 生活文化 その他 藍染 7月8日(水) ― ―

13 徳島県 石井町高浦中学校 澤田　美紀 伝統芸能 人形浄瑠璃 10月20日(火) ― ―

14 徳島県 上板町松島小学校 赤池　喜代 音楽 声楽 6月5日(金) 10月16日(金) ―

15 徳島県 石井町藍畑小学校 清水　啓子 美術 その他
藍染、コサージュ
作り

6月5日(金) 7月16日(木) 10月8日(木)

16 徳島県 上板町松島小学校 中西　渉 伝統芸能 和太鼓 10月5日(月) ― ―

17 徳島県 徳島県立小松島高等学校 小川　一彦 音楽 管楽器 6月7日(日) 6月21日(日) 7月5日(日)

18 徳島県 徳島市不動小学校 猪子　恵 音楽 その他
ピアノ、パーカッ
ション、弦楽器

9月24日(木) ― ―

19 徳島県 徳島県立小松島西高等学校 小川　一彦 音楽 管楽器 12月26日(土) 1月9日(土) 2月6日(土)

20 徳島県 徳島県立板野高等学校 小川　一彦 音楽 管楽器 9月26日(土) 10月17日(土) 10月31日(土)

21 徳島県 徳島県立阿南工業高等学校 松浦　英人 伝統芸能 人形浄瑠璃 11月6日(金) ― ―

1 香川県 さぬき市立志度中学校 立住　若菜 音楽 管楽器 9月17日(木) 9月18日(金) ―

2 香川県 香川県立農業経営高等学校 井上　一路 伝統芸能 和太鼓 7月18日(土) 7月19日(日) 7月20日(月)

3 香川県 直島町立直島小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

6月17日(水) ― ―

4 香川県 善通寺市立与北小学校 金石　あずさ 音楽 パーカッション 6月22日(月) ― ―

5 香川県 善通寺市立西中学校 寺嶋　昌夫 音楽 管楽器 6月10日(水) 7月1日(水) 9月19日(土)

6 香川県 高松市立檀紙小学校 立住　若菜 音楽 管楽器 9月14日(月) 9月15日(火) 9月16日(水)

7 香川県 高松市立屋島小学校 金川　直美 演劇 現代劇 6月5日(金) 7月3日(金) 10月30日(金)

8 香川県 香川県立三本松高等学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 6月15日(月) 10月22日(木) 12月25日(金)
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9 香川県 香川県立高松工芸高等学校 松下　浩之 音楽 管楽器 7月12日(日) 7月22日(水) ―

1 愛媛県 愛南町立内海中学校 田口　宗司 音楽 弦楽器 10月17日(土) ― ―

2 愛媛県 松山市立味酒小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 7月6日(月) 7月7日(火) 7月15日(水)

3 愛媛県 松山市立東中学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 11月16日(月) 11月17日(火) 11月18日(水)

4 愛媛県 愛南町立一本松中学校 水村　浩司 音楽 弦楽器 10月17日(土) ― ―

5 愛媛県 西条市立壬生川小学校 桑名　正子 美術 洋画 7月3日(金) ― ―

6 愛媛県 西条市立吉井小学校 冨永　幸伸 大衆芸能 落語 6月10日(水) ― ―

7 愛媛県 済美平成中等教育学校 加根　伊月 文学 俳句 6月5日(金) ― ―

8 愛媛県 松山市立番町小学校 豊田　千恵子 伝統芸能 箏 6月18日(木) ― ―

9 愛媛県 松山市立素鵞小学校 橋本　雅人 伝統芸能 その他 箏、三味線、尺八 12月8日(火) ― ―

1 高知県 安芸市立穴内小学校 木内　佳苗 音楽 ピアノ 6月17日(水) ― ―

2 高知県 土佐中学校 濵地 恵梨子 音楽 管楽器 6月1日(月) 6月2日(火) 8月10日(月)

3 高知県 仁淀川町立別府小学校 西垣　陽子 演劇 ミュージカル 10月6日(火) 10月7日(水) 10月8日(木)

4 高知県 高知市立旭中学校 濵地 恵梨子 音楽 管楽器 6月22日(月) 6月23日(火) 9月9日(水)

5 高知県 高知市立一宮小学校 高橋　郁子 伝統芸能 箏 12月4日(金) 12月7日(月) 12月8日(火)

6 高知県 香美市立楠目小学校 高橋　郁子 伝統芸能 箏 1月21日(木) 1月26日(火) 1月29日(金)

7 高知県 高知市立愛宕中学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 6月25日(木) 12月7日(月) 12月8日(火)

8 高知県 土佐高等学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 7月2日(木) 9月7日(月) 9月8日(火)

9 高知県 香美市立香北中学校 高橋　郁子 伝統芸能 箏 1月19日(火) 1月28日(木) 2月5日(金)

10 高知県 高知市立三里中学校 濵地 恵梨子 音楽 管楽器 8月17日(月) 10月1日(木) 10月2日(金)

11 高知県 高知市立長浜小学校 高橋　郁子 伝統芸能 箏 1月13日(水) 1月14日(木) 1月15日(金)

12 高知県 高知市立鴨田小学校 山下　恵理 音楽 パーカッション 7月25日(土) 1月30日(土) 2月28日(日)

13 高知県 香美市立大栃小学校 高橋　郁子 伝統芸能 箏 12月1日(火) 12月2日(水) 12月3日(木)

14 高知県 須崎市立朝ケ丘中学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 6月4日(木) 9月2日(水) 9月3日(木)

15 高知県 高知県立高知小津高等学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 6月8日(月) 9月29日(火) 9月30日(水)

16 高知県 高知市立横浜新町小学校 高橋　郁子 伝統芸能 箏 2月2日(火) 2月3日(水) 2月4日(木)

17 高知県 安芸市立赤野小学校 木内　佳苗 音楽 ピアノ 6月17日(水) ― ―

18 高知県 高知市立潮江東小学校 小松　しのぶ 伝統芸能 箏 2月4日(木) ― ―

19 高知県 高知市立横浜小学校 高橋　郁子 伝統芸能 箏 12月10日(木) 12月11日(金) ―

20 高知県 高知市立介良潮見台小学校 小松　しのぶ 伝統芸能 箏 1月19日(火) ― ―
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21 高知県 香美市立大栃中学校 高橋　郁子 伝統芸能 箏 9月18日(金) 9月25日(金) 10月2日(金)

22 高知県 安芸市立清水ケ丘中学校 高橋　郁子 伝統芸能 箏 10月16日(金) 10月23日(金) 11月6日(金)

1 福岡県 明治学園小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 6月30日(火) 7月3日(金) 7月4日(土)

2 福岡県 直方市立直方北小学校 木内　佳苗 音楽 ピアノ 6月22日(月) 6月23日(火) ―

3 福岡県 芦屋町立芦屋東小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 11月9日(月) 11月10日(火) 11月13日(金)

4 福岡県 久留米市立筑邦西中学校 中尾　徳仁 音楽 管楽器 6月13日(土) 10月10日(土) 10月11日(日)

5 福岡県 八女市立上妻小学校 山口　あゆみ 音楽 ピアノ 10月27日(火) ― ―

6 福岡県 田川市立田川小学校 重藤　仁美 舞踊 現代舞踊 1月26日(火) 2月2日(火) 2月9日(火)

7 福岡県 みやこ町立城井小学校 山口　芳弘 音楽 声楽 9月4日(金) ― ―

8 福岡県 朝倉市立金川小学校 熊谷　祐介 生活文化 その他 陶芸 12月3日(木) ― ―

9 福岡県 直方市立直方南小学校 川口　佐代子 演劇 人形劇 9月12日(土) ― ―

10 福岡県 赤村立赤小学校 安田　登 伝統芸能 能楽 11月9日(月) 1月18日(月) ―

11 福岡県 粕屋町立粕屋西小学校 山口　あゆみ 音楽 ピアノ 10月26日(月) ― ―

12 福岡県 添田町立添田小学校 重藤　仁美 音楽 声楽 10月27日(火) 11月4日(水) 11月10日(火)

13 福岡県 添田町立真木小学校 重藤　仁美 音楽 声楽 10月15日(木) 10月28日(水) 11月6日(金)

14 福岡県 添田町立落合小学校 重藤　仁美 音楽 声楽 10月22日(木) 10月29日(木) 11月5日(木)

15 福岡県 みやこ町立城井小学校 金谷　めぐみ 音楽 声楽 12月18日(金) ― ―

1 長崎県 松浦市立星鹿小学校 岡部　耕大 演劇 ミュージカル 6月5日(金) 7月10日(金) 11月6日(金)

2 長崎県 西海市立西彼北小学校 山口　修 音楽 弦楽器 ギター、合唱 9月25日(金) 10月16日(金) 11月8日(日)

3 長崎県 諫早市立明峰中学校 岩本　友広 伝統芸能 和太鼓 6月24日(水) 7月17日(金) 10月23日(金)

4 長崎県 長崎市立小江原中学校 牧野　由美 音楽 声楽 10月9日(金) 10月23日(金) 10月30日(金)

5 長崎県 長崎県立五島海陽高等学校 橋本　剛 音楽 その他
楽曲解説と合唱
指導

10月2日(金) 11月7日(土) ―

6 長崎県 壱岐市立芦辺小学校 田中　良茂 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 9月8日(火) ― ―

7 長崎県 壱岐市立瀬戸小学校 田中　良茂 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 9月7日(月) ― ―

8 長崎県 壱岐市立箱崎小学校 田中　良茂 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 9月7日(月) ― ―

9 長崎県 壱岐市立那賀小学校 田中　良茂 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 9月10日(木) ― ―

10 長崎県 壱岐市立八幡小学校 田中　良茂 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 9月11日(金) ― ―

11 長崎県 壱岐市立田河小学校 田中　良茂 音楽 その他 ピアノ、弦楽器 9月9日(水) ― ―

12 長崎県 長崎県立長崎特別支援学校 河合　由美子 音楽 パーカッション 6月10日(水) ― ―

13 長崎県
長崎県立鶴南特別支援学校
時津分教室

河合　由美子 音楽 パーカッション 6月1日(月) 6月3日(水) 6月10日(水)
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14 長崎県 西海市立大串小学校 堀内　伊吹 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月15日(水) 11月11日(水) ―

15 長崎県 諫早市立真津山小学校 牧野　由美 音楽 声楽 6月24日(水) 10月7日(水) 10月21日(水)

16 長崎県
長崎県立希望が丘高等特別
支援学校

田中　俊己 伝統芸能 和太鼓 7月23日(木) 8月20日(木) 11月3日(火)

17 長崎県 長崎県立諫早農業高等学校 柴田　裕二 音楽 管楽器 6月1日(月) 6月30日(火) 7月20日(月)

1 熊本県 熊本県立苓北支援学校 志垣　美雪 音楽 管楽器 9月16日(水) ― ―

2 熊本県 熊本県立第二高等学校 生田　真由美 伝統芸能 箏 7月12日(日) 7月19日(日) 7月26日(日)

3 熊本県 八代市立二見小学校 鍵冨　弦太郎 音楽 弦楽器 1月21日(木) ― ―

4 熊本県 山鹿市立八幡小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

6月25日(木) ― ―

5 熊本県 熊本県立八代清流高等学校 沖田　健太郎 舞踊 その他 11月2日(月) 11月6日(金) 12月22日(火)

6 熊本県 熊本県立濟々黌高等学校 生田　真由美 伝統芸能 箏 7月8日(水) 7月15日(水) 12月2日(水)

7 熊本県 八代市立第三中学校 生田　真由美 伝統芸能 箏 7月2日(木) 8月6日(木) 10月1日(木)

1 大分県 大分県立聾学校 簗瀬　恵子 演劇 人形劇 9月15日(火) ― ―

2 大分県 佐伯市立直川小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

10月8日(木) ― ―

3 大分県 平松学園向陽中学校 原　きよ 文学 朗読 7月8日(水) ― ―

4 大分県 大分市立野津原東部小学校 宗像　佳代 演劇 その他 即興劇 6月22日(月) 6月23日(火) ―

5 大分県 大分市立南大分中学校 宗像　佳代 演劇 その他 即興劇 11月9日(月) 11月10日(火) ―

6 大分県 竹田市立竹田小学校 宗像　佳代 演劇 その他 即興劇 11月30日(月) 12月1日(火) ―

7 大分県 佐伯市立上堅田小学校 今成　佳奈 音楽 声楽 10月21日(水) ― ―

8 大分県 中津市立三保小学校 中山　忠彦 美術 洋画 11月13日(金) ― ―

9 大分県 由布市立塚原小学校 生山　沙弥香 音楽 弦楽器 6月10日(水) 11月14日(土) ―

1 宮崎県
宮崎県立宮崎西高等学校附
属中学校

野邊　壮平 舞踊 その他
コンテンポラリー
ダンス

9月18日(金) 9月24日(木) 9月30日(水)

2 宮崎県 日向市立平岩小中学校 豊福　彬文 舞踊 その他
コンテンポラリー
ダンス

9月7日(月) 9月9日(水) 9月11日(金)

3 宮崎県 国富町立八代中学校 豊福　彬文 舞踊 その他
コンテンポラリー
ダンス

9月28日(月) 10月6日(火) 10月8日(木)

4 宮崎県 延岡市立延岡中学校 豊福　彬文 舞踊 その他
コンテンポラリー
ダンス

6月1日(月) 6月2日(火) 6月4日(木)

5 宮崎県 都城市立石山小学校 阿部　金三郎 伝統芸能 三味線 6月23日(火) 10月9日(金) ―

6 宮崎県 宮崎市立倉岡小学校 豊福　彬文 舞踊 その他
コンテンポラリー
ダンス

6月17日(水) 7月8日(水) 9月10日(木)

7 宮崎県 宮崎市立住吉小学校 豊福　彬文 舞踊 その他
コンテンポラリー
ダンス

12月1日(火) 12月2日(水) 12月3日(木)

8 宮崎県 日南市立細田中学校 野邊　壮平 舞踊 その他
コンテンポラリー
ダンス

7月3日(金) 7月7日(火) 7月9日(木)

9 宮崎県 日南市立潟上小学校 野邊　壮平 舞踊 その他
コンテンポラリー
ダンス

1月18日(月) 1月19日(火) 1月20日(水)

10 宮崎県 椎葉村立不土野小学校 荒木　大作 大衆芸能 落語 7月17日(金) 11月5日(木) 2月6日(土)
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1 鹿児島県 屋久島町立安房小学校 大藤　豪一郎 音楽 管楽器 11月16日(月) 11月17日(火) ―

2 鹿児島県 屋久島町立宮浦小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 11月16日(月) 11月19日(木) ―

3 鹿児島県 屋久島町立中央中学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 11月16日(月) 11月19日(木) ―

4 鹿児島県 屋久島町立八幡小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 11月17日(火) ― ―

5 鹿児島県 屋久島町立永田小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 11月20日(金) ― ―

6 鹿児島県 伊佐市立南永小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月8日(水) 7月10日(金) ―

7 鹿児島県 日置市立伊集院小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、弦楽器、
管楽器

10月9日(金) ― ―

8 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島聾学校 浦崎　健治 音楽 管楽器 9月3日(木) 10月22日(木) 12月3日(木)

9 鹿児島県 霧島市立川原小学校 長谷　基弘 演劇 現代劇 7月14日(火) 10月8日(木) 10月9日(金)

1 沖縄県 南城市立久高中学校 瀧村　依里 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
パーカッション、
管楽器

9月11日(金) ― ―

2 沖縄県 竹富町立白浜小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 1月12日(火) ― ―

3 沖縄県 竹富町立船浮小中学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 1月13日(水) ― ―

4 沖縄県 竹富町立鳩間小中学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 1月14日(木) ― ―

5 沖縄県 石垣市立大本小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 12月9日(水) ― ―

6 沖縄県 石垣市立大浜小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 12月8日(火) ― ―

7 沖縄県 南城市立船越小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

1月26日(火) ― ―

8 沖縄県 那覇市立天妃小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

1月26日(火) ― ―

9 沖縄県 東村立高江小中学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 11月25日(水) ― ―

10 沖縄県 東村立有銘小中学校 中川　賢一 音楽 ピアノ 11月26日(木) ― ―

11 沖縄県 浦添市立内間小学校 野尻　小矢佳 音楽 パーカッション 1月13日(水) 1月14日(木) ―

12 沖縄県 名護市立屋部小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

1月25日(月) ― ―

13 沖縄県 那覇市立上間小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

1月25日(月) ― ―

14 沖縄県 久米島町立仲里小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

11月12日(木) 11月13日(金) ―

15 沖縄県 宜野座村立松田小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

1月22日(金) ― ―

16 沖縄県 うるま市立赤道小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月9日(木) ― ―

17 沖縄県 豊見城市立伊良波小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

1月20日(水) ― ―

18 沖縄県 南城市立知念中学校 瀧村　依里 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
パーカッション、
管楽器

9月9日(水) ― ―

19 沖縄県 名護市立東江中学校 大森　智子 音楽 声楽 9月15日(火) 9月16日(水) 9月17日(木)

20 沖縄県 名護市立名護小学校 田里　直樹 音楽 声楽 12月1日(火) 12月2日(水) 12月3日(木)

21 沖縄県 名護市立大宮小学校 眞榮田　えり子 音楽 管楽器 12月15日(火) 12月16日(水) 12月17日(木)
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22 沖縄県 沖縄市立室川小学校 林　成彦 演劇 現代劇 12月1日(火) 12月2日(水) 12月3日(木)

23 沖縄県 沖縄市立諸見小学校 林　成彦 演劇 現代劇 11月4日(水) 11月5日(木) 11月6日(金)

24 沖縄県 名護市立東江小学校 江崎　浩司 音楽 管楽器 10月12日(月) 10月13日(火) 10月14日(水)

25 沖縄県 南城市立玉城中学校 瀧村　依里 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
パーカッション、
管楽器

9月7日(月) 9月10日(木) ―

26 沖縄県 南城市立佐敷中学校 海野　幹男 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
パーカッション、
管楽器

8月31日(月) 9月2日(水) ―

27 沖縄県 南城市立大里中学校 海野　幹男 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
パーカッション、
管楽器

9月1日(火) 9月3日(木) 9月4日(金)

28 沖縄県 名護市立稲田小学校 木内　佳苗 音楽 ピアノ 9月23日(水) 9月24日(木) 9月25日(金)

1 札幌市 札幌市立篠路中学校 斎藤　千鶴 演劇 現代劇 9月28日(月) 9月29日(火) 9月30日(水)

2 札幌市 札幌市立清田南小学校 黒田　晃弘 美術 その他 木炭画 2月17日(水) ― ―

3 札幌市 札幌市立東下川小学校 鈴木　真理 音楽 声楽 7月22日(水) ― ―

4 札幌市 札幌市立平岸西小学校 森　里子 音楽 弦楽器 9月8日(火) ― ―

5 札幌市 札幌市立北光小学校 伊藤　あかり 音楽 声楽 7月6日(月) 12月8日(火) 12月18日(金)

6 札幌市 札幌市立駒岡小学校 中村　裕 美術 その他 陶芸 6月25日(木) 6月26日(金) 9月12日(土)

7 札幌市 札幌市立元町北小学校 矢吹　英孝 演劇 人形劇 7月7日(火) ― ―

8 札幌市 札幌市立元町北小学校 西脇　秀之 演劇 現代劇 6月11日(木) 7月22日(水) ―

9 札幌市 札幌市立南の沢小学校 佐藤　嘉則 音楽 弦楽器
ピアノ、声楽、弦
楽器、管楽器

9月2日(水) ― ―

1 仙台市 仙台市八乙女中学校 佐藤　千寿子 伝統芸能 その他 篠笛 12月16日(水) 1月21日(木) 1月28日(木)

2 仙台市 仙台市立北中山小学校 野々下　孝 演劇 現代劇 9月25日(金) ― ―

1 さいたま市 さいたま市立川通小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

11月5日(木) ― ―

2 さいたま市 さいたま市立文蔵小学校 下山　惠子 伝統芸能 その他 雅楽 12月15日(火) ― ―

3 さいたま市
さいたま市立大宮別所小学
校

石多　エドワード 音楽 声楽 1月23日(土) ― ―

4 さいたま市 さいたま市立上木崎小学校 蓮沼　万里 音楽 ピアノ
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

10月1日(木) ― ―

5 さいたま市 さいたま市立高砂小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

6月3日(水) 7月2日(木) 10月7日(水)

6 さいたま市 さいたま市立東宮下小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 6月13日(土) ― ―

7 さいたま市 さいたま市立南浦和小学校 小川　正毅 音楽 管楽器 10月19日(月) 10月20日(火) 10月21日(水)

8 さいたま市 さいたま市立上落合小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 10月2日(金) ― ―

9 さいたま市 さいたま市立指扇小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

10月15日(木) ― ―

10 さいたま市 さいたま市立馬宮西小学校 磯部　成伸 大衆芸能 落語 9月17日(木) 10月14日(水) 10月31日(土)

1 千葉市 千葉市立作新小学校 井上　千恵子 伝統芸能 箏 10月1日(木) 10月2日(金) ―

1 横浜市
横浜市立東俣野特別支援学
校

権藤　真由 音楽 その他 創作 1月14日(木) 1月21日(木) 1月28日(木)
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2 横浜市 横浜市立都岡小学校 黒田　晃弘 美術 その他 木炭画 10月15日(木) 10月22日(木) ―

3 横浜市 横浜市立俣野小学校 櫻田　素子 音楽 その他 ガムラン 9月10日(木) 9月17日(木) 9月24日(木)

4 横浜市 横浜市立二俣川小学校 黒田　晃弘 美術 その他 木炭画 11月12日(木) 11月19日(木) 11月26日(木)

5 横浜市 横浜市立深谷小学校 冨山　歩 演劇 現代劇 1月14日(木) 1月21日(木) 1月28日(木)

6 横浜市 横浜市立相武山小学校 本池　祥子 舞踊 身体表現 9月11日(金) 9月18日(金) 9月25日(金)

7 横浜市 横浜市立南小学校 奥田　智之 音楽 その他 邦楽 12月1日(火) 12月8日(火) 12月15日(火)

8 横浜市 横浜市立永谷小学校 大石　将紀 音楽 管楽器 1月18日(月) 1月22日(金) 1月25日(月)

9 横浜市 横浜市立永野小学校 遠田　誠 舞踊 身体表現 9月4日(金) 9月11日(金) 9月18日(金)

10 横浜市 横浜市立桜井小学校 加藤　昌則 音楽 その他 創作 11月10日(火) 11月17日(火) 11月24日(火)

11 横浜市 横浜市立鳥が丘小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション 6月27日(土) ― ―

12 横浜市 横浜市立新羽小学校 網野　久江 伝統芸能 箏 12月7日(月) ― ―

13 横浜市 横浜市立下和泉小学校 蓮沼　万里 音楽 ピアノ
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

11月12日(木) ― ―

14 横浜市 横浜市立西が岡小学校 三田　浩則 音楽 パーカッション
ピアノ、パーカッ
ション、管楽器

7月6日(月) ― ―

15 横浜市 横浜市立中川小学校 山本　晶子 伝統芸能 日本舞踊 7月8日(水) ― ―

16 横浜市 横浜市立北山田小学校 米澤　希英 伝統芸能 その他 長唄 9月17日(木) ― ―

17 横浜市 あざみ野第一小学校 大嶽　實穗 音楽 パーカッション 1月21日(木) ― ―

18 横浜市 横浜市立港南台第一小学校 岡保　文子 音楽 弦楽器 12月21日(月) ― ―

19 横浜市 横浜市立港北小学校 寺田　まり 音楽 ピアノ 12月9日(水) ― ―

20 横浜市 横浜市立川上小学校 明関　美樹 演劇 ミュージカル 6月16日(火) 6月18日(木) ―

21 横浜市 横浜市立桂台小学校 河原　厚子 音楽 声楽 9月24日(木) 9月28日(月) 10月1日(木)

22 横浜市 横浜市立南舞岡小学校 関　いずみ 伝統芸能 その他 荒馬踊り 10月28日(水) 11月17日(火) 12月5日(土)

23 横浜市 横浜市立太田小学校 山本　東次郎 伝統芸能 能楽 9月11日(金) 10月25日(日) ―

1 川崎市 川崎市立柿生小学校 平井　李枝 音楽 ピアノ ピアノ、声楽 6月4日(木) 7月6日(月) ―

2 川崎市 川崎市立東菅小学校 水嶋　護 大衆芸能 落語 2月5日(金) 2月9日(火) 2月16日(火)

3 川崎市 川崎市立東高津小学校 平櫻　方典 伝統芸能 箏 尺八、箏 12月8日(火) 12月10日(木) 12月11日(金)

4 川崎市 川崎市立南河原小学校 大久保　惠 音楽 弦楽器 12月3日(木) 12月10日(木) 12月11日(金)

5 川崎市 川崎市立西丸子小学校 川﨑　惠 音楽 声楽 9月2日(水) 9月3日(木) 9月4日(金)

6 川崎市 川崎市立中央支援学校 中津川　浩章 美術 その他 7月8日(水) 7月13日(月) ―

7 川崎市 川崎市立田島支援学校 中津川　浩章 美術 その他 9月17日(木) ― ―

8 川崎市 川崎市立田島支援学校桜校 中津川　浩章 美術 その他 9月24日(木) 10月1日(木) ―
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9 川崎市 川崎市立東住吉小学校 田口　秀澄 伝統芸能 その他 御神楽 9月11日(金) 10月2日(金) 10月21日(水)

1 相模原市 相模原市立谷口台小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 6月19日(金) 7月9日(木) 7月10日(金)

2 相模原市 相模原市立湘南小学校 青木　紗央 音楽 パーカッション 10月14日(水) ― ―

3 相模原市 相模原市立鶴園小学校 富澤　裕 音楽 声楽 9月18日(金) 9月28日(月) 2月15日(月)

1 新潟市 新潟市立中野山小学校 柳沼　宏寿 美術 その他 バルーンアート 6月5日(金) ― ―

2 新潟市 新潟市立東曽野木小学校 小林　和子 音楽 その他 9月17日(木) 9月29日(火) 10月30日(金)

3 新潟市 新潟市立光晴中学校 板倉　久徳 音楽 管楽器 6月6日(土) 7月4日(土) 8月2日(日)

4 新潟市 新潟市立月潟小学校 小林　和子 音楽 声楽 6月15日(月) 8月31日(月) 1月28日(木)

5 新潟市 新潟市立葛塚中学校 藤田　豊 音楽 管楽器
管楽器、ピアノ、
パーカッション

6月27日(土) 7月18日(土) 11月2日(月)

6 新潟市 新潟市立巻南小学校 福島　實 伝統芸能 箏 箏、尺八 11月27日(金) ― ―

7 新潟市 新潟市立牡丹山小学校 小林　和子 音楽 その他 9月8日(火) 10月1日(木) 10月26日(月)

8 新潟市 新潟市立東山の下小学校 小林　和子 音楽 声楽 10月15日(木) 10月29日(木) 2月18日(木)

9 新潟市 新潟市立庄瀬小学校 小林　和子 音楽 その他 7月9日(木) 7月22日(水) 11月6日(金)

1 静岡市 静岡市立玉川中学校 松浦　喜一 伝統芸能 和太鼓 7月3日(金) 10月23日(金) 2月10日(水)

2 静岡市 静岡市立服織西小学校 山口　泰央 演劇 現代劇 11月17日(火) 11月20日(金) 11月25日(水)

3 静岡市 静岡市立清水和田島小学校 宗像　佳代 演劇 その他 10月19日(月) 10月20日(火) ―

1 浜松市 浜松市立広沢小学校 小島　理世 伝統芸能 箏 10月23日(金) ― ―

2 浜松市 浜松市立飯田小学校 吉田　真喜子 音楽 ピアノ 2月24日(水) ― ―

3 浜松市 浜松市立引佐北部中学校 小島　理世 伝統芸能 箏 11月12日(木) 11月26日(木) 12月10日(木)

4 浜松市 浜松市立富塚中学校 小島　理世 音楽 その他 1月19日(火) 1月26日(火) 2月2日(火)

1 名古屋市 名古屋市立広路小学校 大野　誠 伝統芸能 能楽 7月1日(水) ― ―

2 名古屋市 名古屋市立名東高等学校 小笠原　みさを 伝統芸能 三味線 11月16日(月) 11月19日(木) ―

3 名古屋市 名古屋市立津賀田中学校 手塚　恵 伝統芸能 その他
古典朗読と伝統
音楽

7月4日(土) 8月20日(木) 12月19日(土)

1 京都市 京都市立向島二の丸小学校 三好　嘉一 伝統芸能 その他 尺八、箏 10月21日(水) ― ―

2 京都市 京都市立向島藤の木小学校 三好　嘉一 伝統芸能 その他 尺八、箏 1月27日(水) ― ―

3 京都市 京都市立向島南小学校 三好　嘉一 伝統芸能 その他 尺八、箏 1月20日(水) ― ―

4 京都市 京都市立朱雀第二小学校 茂山　正邦 伝統芸能 能楽 11月19日(木) 11月20日(金) ―

5 京都市 京都市立大薮小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 7月16日(木) 7月17日(金) 7月22日(水)

6 京都市 京都市立御所南小学校 川塚　錦造 伝統芸能 その他 祇園祭・祇園囃 6月3日(水) 6月10日(水) 6月26日(金)

7 京都市 京都市立京極小学校 茂山　正義 伝統芸能 能楽 12月9日(水) ― ―
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8 京都市 京都市立西野小学校 吉田　篤史 伝統芸能 能楽 6月5日(金) 6月11日(木) 6月12日(金)

9 京都市 京都市立山ノ内小学校 中尾　友紀 音楽 管楽器 9月24日(木) 10月5日(月) 11月4日(水)

10 京都市 京都市立久我の杜小学校 志水　葵 音楽 弦楽器 9月10日(木) 9月17日(木) 11月10日(火)

11 京都市 京都市立養正小学校 黒木　陽子 演劇 現代劇 10月14日(水) 10月21日(水) 10月28日(水)

12 京都市 京都市立北白川小学校 古野　光昭 音楽 その他 ジャズ 6月23日(火) ― ―

13 京都市 京都市立朱雀第三小学校 室屋　聖 大衆芸能 落語 10月16日(金) ― ―

14 京都市 京都市立紫竹小学校 池田　明子 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

6月23日(火) 12月13日(日) ―

15 京都市 京都市立南大内小学校 服部　英生 音楽 声楽 7月1日(水) 9月9日(水) ―

16 京都市 京都市立紫野高等学校 中尾　友紀 音楽 管楽器 8月4日(火) 9月14日(月) 10月6日(火)

17 京都市 京都市立高雄中学校 黒坂　周吾 伝統芸能 和太鼓 6月18日(木) 9月17日(木) 11月19日(木)

18 京都市 京都市立堀川高等学校 今田　孝一 音楽 管楽器 9月6日(日) 10月4日(日) 11月1日(日)

19 京都市
京都市立京都堀川音楽高等
学校

新井　英夫 舞踊 その他 野口体操 6月24日(水) 6月25日(木) 12月11日(金)

1 大阪市 大阪市立長吉出戸小学校 大倉　正裕 大衆芸能 落語 1月20日(水) ― ―

2 大阪市 大阪市立生野中学校 田中　弘 音楽 管楽器
パーカッション、
管楽器

6月6日(土) 7月4日(土) 7月18日(土)

3 大阪市 大阪市立生魂小学校 中田　弘美 伝統芸能 能楽 6月8日(月) 6月16日(火) 6月23日(火)

4 大阪市 大阪市立城東小学校 高雄　敦子 音楽 弦楽器 10月26日(月) ― ―

5 大阪市 大阪市立城東小学校 高瀬　恵理也 音楽 弦楽器 12月3日(木) ― ―

1 堺市 堺市立三原台小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

12月4日(金) ― ―

2 堺市 堺市立新浅香山小学校 小林　玄人 音楽 その他
ピアノ、弦楽器、
管楽器

11月4日(水) ― ―

3 堺市 堺市立上野芝中学校 田戸　敦子 伝統芸能 箏 1月25日(月) 1月26日(火) 2月1日(月)

4 堺市 堺市立三原台中学校 溝端　一惠 生活文化 茶道 11月29日(日) 11月30日(月) ―

5 堺市 堺市立登美丘西小学校 玉村　徹 伝統芸能 箏 2月19日(金) 2月22日(月) 2月23日(火)

1 神戸市 神戸市立白川台中学校 今田　孝一 音楽 管楽器 11月8日(日) 12月13日(日) 1月10日(日)

2 神戸市 神戸市立太田中学校 河瀬　仁誌 演劇 その他 6月4日(木) 7月9日(木) 7月16日(木)

3 神戸市 神戸市立鈴蘭台小学校 田渕　惠実 音楽 管楽器
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月13日(月) 7月14日(火) 7月15日(水)

4 神戸市 神戸市立鈴蘭台中学校 田渕　惠実 音楽 管楽器
ピアノ、弦楽器、
管楽器

7月13日(月) 7月14日(火) 7月15日(水)

5 神戸市 神戸市立上野中学校 村井　博之 音楽 管楽器 6月14日(日) 7月18日(土) 8月8日(土)

6 神戸市 神戸市立北神戸中学校 村井　博之 音楽 管楽器 7月4日(土) 8月1日(土) 9月5日(土)

7 神戸市 神戸市立伊川谷中学校 村井　博之 音楽 管楽器 6月20日(土) 7月23日(木) 8月30日(日)

8 神戸市 神戸市立多聞東中学校 村井　博之 音楽 管楽器 6月13日(土) 7月11日(土) 7月24日(金)
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9 神戸市 神戸市立筒井台中学校 村井　博之 音楽 管楽器 7月14日(火) 8月3日(月) 9月1日(火)

1 岡山市 岡山市立平津小学校 田上　豊 演劇 現代劇 10月27日(火) 11月17日(火) 12月8日(火)

2 岡山市 岡山市立芳田小学校 中尾　友紀 音楽 管楽器 10月23日(金) 10月30日(金) 11月9日(月)

1 広島市 広島市立宇品小学校 谷口　拓司 伝統芸能 能楽 11月27日(金) 11月30日(月) 12月1日(火)

2 広島市 広島市立八幡小学校 寺尾　早智子 伝統芸能 箏 10月26日(月) 10月27日(火) ―

3 広島市 広島市立戸山中学校 末永　祐美子 音楽 管楽器 6月24日(水) 6月25日(木) ―

4 広島市 広島市立三入小学校 野平　真由美 生活文化 茶道 9月11日(金) 11月20日(金) 2月19日(金)

5 広島市 広島市立高須小学校 北川　伸治 生活文化 茶道 6月3日(水) 11月25日(水) ―

6 広島市 広島市立高南小学校 山本　傳 伝統芸能 その他 尺八、箏、篠笛 1月12日(火) ― ―

7 広島市 広島市立井口小学校 宮奥　裕子 伝統芸能 和太鼓 12月15日(火) 1月8日(金) 2月23日(火)

8 広島市 広島市立亀山小学校 大津　典子 伝統芸能 その他 雅楽 6月1日(月) ― ―

9 広島市 広島市立祇園小学校 志鷹　美紗 音楽 ピアノ 6月2日(火) ― ―

10 広島市 広島市立翠町小学校 芦垣　一哉 伝統芸能 その他 9月25日(金) 10月2日(金) ―

11 広島市 広島市立阿戸小学校 小川　裕雅 音楽 パーカッション 7月8日(水) ― ―

12 広島市 広島市立山本小学校 小川　裕雅 音楽 パーカッション 11月2日(月) 11月4日(水) 11月5日(木)

13 広島市 広島市立楠那小学校 木原　朋子 伝統芸能 箏 12月11日(金) ― ―

14 広島市 広島市立井口台中学校 重野　友歌 音楽 ピアノ 10月26日(月) ― ―

15 広島市 広島市立井口明神小学校 梶川　純司 音楽 管楽器 11月24日(火) 11月25日(水) 11月27日(金)

16 広島市 広島市立中広中学校 末永　祐美子 音楽 管楽器 1月14日(木) ― ―

17 広島市 広島市立五日市中央小学校 今福　優 伝統芸能 和太鼓 12月14日(月) 1月18日(月) 2月8日(月)

18 広島市 広島市立船越小学校 平福　知夏 音楽 声楽 10月22日(木) ― ―

19 広島市 広島市立瀬野川中学校 上垣内　寿光 音楽 弦楽器 9月18日(金) ― ―

20 広島市 広島市立原南小学校 光原　大樹 音楽 弦楽器 11月10日(火) ― ―

21 広島市 広島市立中島小学校 山本　傳 伝統芸能 その他 尺八、箏 1月15日(金) ― ―

22 広島市 広島市立美鈴が丘小学校 渡辺　朝香 音楽 その他
ピアノ、管楽器、
オルガン、合唱

7月1日(水) ― ―

1 北九州市 北九州市立黒畑小学校 大塚　恵美子 演劇 その他 6月10日(水) 6月18日(木) 6月26日(金)

2 北九州市
北九州市立小倉南特別支援
学校

中尾　友紀 音楽 管楽器 11月25日(水) 11月26日(木) 11月27日(金)

3 北九州市 北九州市立中央中学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 7月6日(月) 7月7日(火) 7月10日(金)

4 北九州市 北九州市立東郷中学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 12月7日(月) 12月8日(火) 12月11日(金)

5 北九州市 北九州市立若松中央小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 1月18日(月) 1月19日(火) 1月22日(金)
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6 北九州市 北九州市立天籟寺小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 11月16日(月) 11月17日(火) 11月20日(金)

7 北九州市 北九州市立小石小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 6月1日(月) 6月2日(火) 6月5日(金)

8 北九州市 北九州市立藤木小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 7月13日(月) 7月14日(火) 7月17日(金)

9 北九州市 北九州市立古前小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 6月8日(月) 6月9日(火) ―

10 北九州市 北九州市立中原小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 6月12日(金) 6月15日(月) 6月16日(火)

11 北九州市 北九州市立浅川小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 1月25日(月) 1月26日(火) 1月29日(金)

12 北九州市 北九州市立皿倉小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 2月8日(月) 2月9日(火) 2月12日(金)

13 北九州市
北九州市立小池特別支援学
校

東島　啓子 伝統芸能 箏 6月23日(火) 6月26日(金) 6月29日(月)

14 北九州市 北九州市立高見中学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 11月30日(月) 12月1日(火) ―

15 北九州市 北九州市立穴生小学校 東島　啓子 伝統芸能 箏 2月1日(月) 2月2日(火) 2月5日(金)

16 北九州市 北九州市立朽網小学校 岡村　富恵 美術 その他 水墨画 6月15日(月) ― ―

1 福岡市 福岡市立高宮小学校 坂口　貴信 伝統芸能 能楽 1月27日(水) 2月3日(水) 2月17日(水)

2 福岡市 福岡市立内浜小学校 花岡　金光 音楽 パーカッション 11月7日(土) ― ―


