
平成27年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）【追加分】実施計画表

種目 本公演実施日
実施都道府県
政令指定都市

市町村名 実施校 制作団体・公演団体・公演演目

2016年2月24日 (水) 仙台市 仙台市 仙台市立東仙台小学校

2016年2月25日 (木) 宮城県 大崎市 大崎市立敷玉小学校

2016年2月26日 (金) 秋田県 湯沢市 湯沢市立山田小学校

2016年3月1日 (火) 北海道 別海町 別海町立上西春別小学校

2016年2月15日 (月) 青森県 弘前市 弘前市立第三大成小学校

2016年2月16日 (火) 宮城県 加美町 加美町立中新田小学校

2016年2月17日 (水) 仙台市 仙台市 仙台市立幸町小学校

2016年1月21日 (木) 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市立境島小学校

2016年1月22日 (金) さいたま市 さいたま市 さいたま市立西原小学校

2016年2月23日 (火) 埼玉県 幸手市 幸手市立吉田小学校

2016年1月18日 (月) 埼玉県 鴻巣市 鴻巣市立松原小学校

2016年1月19日 (火) 埼玉県 入間市 入間市立高倉小学校

2016年1月20日 (水) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立石川小学校

2016年2月24日 (水) 福島県 伊達市 伊達市立大枝小学校

2016年2月25日 (木) 福島県 小野町 小野町立飯豊小学校

2016年2月15日 (月) 山形県 山形市 山形市立第七中学校

2016年2月16日 (火) 福島県 白河市 白河市立白河第五小学校

2016年2月17日 (水) 栃木県 栃木市 栃木市立吹上小学校

2016年2月18日 (木) 埼玉県 幸手市 幸手市立さかえ小学校

2016年2月19日 (金) 埼玉県 北本市 北本市立中丸小学校

2015年12月7日 (月) 茨城県 守谷市 つくば国際大学東風小学校

2015年12月8日 (火) 茨城県 筑西市 筑西市立河間小学校

2015年12月10日 (木) 山梨県 富士吉田市 富士吉田市立明見中学校

2016年2月15日 (月) 山梨県 南アルプス市
学校法人きのくに子どもの村学園
南アルプス子どもの村小学校

2016年2月17日 (水) 茨城県 筑西市 筑西市立関城西小学校

2016年2月18日 (木) 千葉県 浦安市 浦安市立美浜北小学校

2016年2月15日 (月) 茨城県 つくば市 つくば市立谷田部南小学校

2016年2月16日 (火) 東京都 日野市 日野市立日野第八小学校

2016年2月16日 (火) 東京都 小平市 小平市立小平第十四小学校

2016年2月17日 (水) 茨城県 つくばみらい市 つくばみらい市立板橋小学校

2016年2月18日 (木) 千葉県 野田市 野田市立関宿中央小学校

2016年2月19日 (金) 千葉県 野田市 野田市立川間小学校

2016年2月23日 (火) 東京都 東村山市 東村山市立萩山小学校

2016年1月26日 (火) 岐阜県 高山市 高山市立江名子小学校

2016年1月27日 (水) 浜松市 浜松市 浜松市立麁玉小学校

2016年2月9日 (火) 相模原市 相模原市 相模原市立相原小学校

2016年2月10日 (水) 愛知県 新城市 新城市立東郷西小学校

2016年2月12日 (金) 長野県 長野市 長野市立芹田小学校

2016年2月16日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立上大岡小学校

児童劇
4公演

制作団体： 株式会社 劇団ひまわり
公演団体： 劇団ひまわり
公演演目： 『ホんトのきもち』
ブロック： Aブロック

制作団体： 一般社団法人 京都能楽囃子方同明会
公演団体： 一般社団法人 京都能楽囃子方同明会
公演演目： 能楽「絵馬」
ブロック： Aブロック

制作団体： 株式会社 劇団ポプラ
公演団体： 劇団ポプラ
公演演目： 「オズの魔法使い」
ブロック： Bブロック

歌舞伎・能楽
3公演

ミュージカル
3公演

現代舞踊
3公演

人形浄瑠璃
2公演

演芸
5公演

演劇
3公演

ミュージカル
3公演

歌舞伎・能楽
2公演

邦楽
5公演

オーケストラ
2公演

児童劇
4公演

制作団体： 特定非営利活動法人 国際文化交流促進協会カルティベイト
公演団体： 特定非営利活動法人  国際文化交流促進協会カルティベイト
公演演目： 学校巡廻公演（2015）‐日韓トップダンサー夢の競演‐『これが
ヒップホップダンス！』
ブロック： Bブロック

制作団体： 公益財団法人淡路人形協会
公演団体： 淡路人形座
公演演目： 淡路人形芝居、生写朝顔日記、人形浄瑠璃教室等
ブロック： Bブロック

制作団体： 公益社団法人 落語芸術協会
公演団体： 公益社団法人 落語芸術協会
公演演目： 「時そば」、「寿限無」等
ブロック： Bブロック

制作団体： 有限会社 PAC 汎マイム工房
公演団体： 劇団汎マイム工房
公演演目： 道化師芝居「little parade」
ブロック： Cブロック

制作団体： 有限会社 劇団ドリームカンパニー
公演団体： 有限会社 劇団ドリームカンパニー
公演演目： 『ハロー、天使です！』
ブロック： Cブロック

制作団体： 公益社団法人 観世九皐会
公演団体： 公益社団法人 観世九皐会
公演演目： 能「船弁慶」、狂言「柿山伏」
ブロック： Cブロック

制作団体： 太鼓と芝居のたまっ子座
公演団体： 太鼓と芝居のたまっ子座
公演演目： 「いちにのドン」
ブロック： Cブロック

制作団体： 特定非営利活動法人 京都フィルハーモニー室内合奏団
公演団体： 京都フィルハーモニー室内合奏団
公演演目： "“京フィル はじめてのクラシックコンサート”ヘンデル／「水上
の音楽」よりアラ・ホーン・パイプ 等"
ブロック： Dブロック

制作団体： 有限会社 劇団みんわ座
公演団体： 影絵人形劇団みんわ座
公演演目： 影絵人形劇『白いりゅう黒いりゅう』『とべないホタル』
ブロック： Dブロック



平成27年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）【追加分】実施計画表

種目 本公演実施日
実施都道府県
政令指定都市

市町村名 実施校 制作団体・公演団体・公演演目

2016年1月18日 (月) 静岡県 浜松市 浜松修学舎中学校

2016年1月19日 (火) 岐阜県 海津市 海津市立石津小学校

2016年2月26日 (金) 横浜市 横浜市 横浜市立野庭中学校

2016年1月25日 (月) 岐阜県 美濃市 美濃市立大矢田小学校

2016年1月26日 (火) 岐阜県 海津市 海津市立海西小学校

2016年1月27日 (水) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立御劔小学校

2016年1月28日 (木) 愛知県 西尾市 西尾市立室場小学校

2016年2月15日 (月) 静岡市 静岡市 静岡市立伝馬町小学校

2016年2月16日 (火) 愛知県 東栄町 東栄町立東栄中学校

2016年2月1日 (月) 神奈川県 厚木市 厚木市立厚木中学校

2016年2月2日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立鴨志田第一小学校

2016年2月3日 (水) 愛知県 設楽町 設楽町立田口小学校

2015年12月8日 (火) 静岡県 伊東市 伊東市立東小学校

2015年12月9日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立桜岡小学校

2015年12月10日 (木) 横浜市 横浜市 横浜市立芹が谷南小学校

2015年12月11日 (金) 相模原市 相模原市 相模原市立大野北小学校

2016年2月26日 (金) 川崎市 川崎市 川崎市立今井小学校

2015年12月10日 (木) 新潟県 新潟市 新潟県立新潟盲学校

2015年12月11日 (金) 福井県 敦賀市 敦賀市立敦賀南小学校

2016年1月19日 (火) 京都市 京都市 京都市立乾隆小学校

2016年1月20日 (水) 富山県 富山市 富山市立堀川小学校

2016年1月21日 (木) 新潟県 南魚沼市 南魚沼市立後山小学校

2016年1月22日 (金) 新潟県 長岡市 長岡市立青葉台小学校

2016年1月25日 (月) 京都市 京都市 京都市立洛友中学校

2016年1月26日 (火) 京都府 綾部市 綾部市立豊里小学校

2016年1月27日 (水) 福井県 坂井市 坂井市立春江東小学校

2016年1月28日 (木) 福井県 越前町 越前町立織田小学校

2016年1月29日 (金) 石川県 加賀市 加賀市立東谷口小学校

2016年2月23日 (火) 京都市 京都市 京都市立山階小学校

2016年2月24日 (水) 京都府 舞鶴市 府立舞鶴支援学校

2015年12月8日 (火) 京都府 福知山市 福知山市立天津小学校

2015年12月9日 (水) 京都市 京都市 京都市立明徳小学校

2016年2月15日 (月) 和歌山県 有田川町 有田川町立田殿小学校

2016年2月16日 (火) 大阪府 高槻市 高槻市立川西中学校

2016年2月15日 (月) 大阪市 大阪市 大阪市立鶴橋小学校

2016年2月16日 (火) 和歌山県 田辺市 田辺市立鮎川小学校

2016年2月17日 (水) 和歌山県 太地町 太地町立太地小学校

2016年2月18日 (木) 三重県 熊野市 熊野市立新鹿小学校

制作団体： 有限会社 劇団あとむ
公演団体： 有限会社 劇団あとむ
公演演目： 『あとむの時間はアンデルセン～遊びバージョン～』
ブロック： Eブロック

演劇
3公演

ミュージカル
4公演

歌舞伎・能楽
2公演

邦楽
3公演

演芸
5公演

合唱
2公演

オーケストラ
4公演

児童劇
5公演

歌舞伎・能楽
2公演

邦楽
2公演

合唱
2公演

児童劇
4公演

制作団体： 新潮劇院
公演団体： 新潮劇院
公演演目： 孫悟空 天界で大暴れ ～西遊記より～
ブロック： Dブロック

制作団体： 株式会社 オールスタッフ
公演団体： ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ
公演演目： ミュージカル「ファーブル昆虫記〜ムシたちの四季〜」
ブロック： Dブロック

制作団体： 合同会社 大蔵流狂言山本事務所
公演団体： 大蔵流狂言山本会
公演演目： 【鑑賞】狂言「柿山伏」「附子」、小舞一番【お話】「狂言の心と日
本の文化」
ブロック： Dブロック

制作団体： 公益財団法人 日本青少年文化センター
公演団体： オーケストラアジア ジャパン
公演演目： 青少年和楽器体験プログラム＜伝統音楽の今日的楽しみ＞
ブロック： Dブロック

制作団体： 株式会社 影向舎
公演団体： めばえ寄席 「○○亭」
公演演目： めばえ寄席
ブロック： Dブロック

制作団体： 株式会社 東京合唱協会
公演団体： 東京合唱協会
公演演目： "【小】歌えバンバン・大きな古時計・ピクニック等 【中】ハレル
ヤ・アヴェヴェルムコルプス・ソーラン節等"
ブロック： Eブロック

制作団体： 公益社団法人 山形交響楽協会
公演団体： 山形交響楽団
公演演目： スラヴ舞曲第１番／ドヴォルザーク、ヴァイオリン協奏曲集「四
季」より「春」第1楽章／ヴィヴァルディ 等
ブロック： Eブロック

制作団体： 公益財団法人 山本能楽堂
公演団体： 公益財団法人 山本能楽堂
公演演目： みんなで作ろう！5000人の老松の中で楽しむ能「羽衣」
ブロック： Eブロック

制作団体： 株式会社 アート・メディア・オフィス
公演団体： 邦楽グループ｢玉手箱｣
公演演目： "魅力の和楽器体験｢邦楽入門コンサート｣｢日本の音をもとめ
て｣～古典から現代への伝統"
ブロック： Eブロック

制作団体： 一般財団法人 合唱音楽振興会
公演団体： 東京混声合唱団
公演演目： 【小】 日本のうた 箱根八里（滝廉太郎）等 【中】 世界の合唱
曲より 主よ人の望みの喜びよ（バッハ）等
ブロック： Fブロック

制作団体： 株式会社 劇団うりんこ
公演団体： 劇団うりんこ
公演演目： 「ぼくってヒーロー？」
ブロック： Fブロック



平成27年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）【追加分】実施計画表

種目 本公演実施日
実施都道府県
政令指定都市

市町村名 実施校 制作団体・公演団体・公演演目

2016年2月25日 (木) 滋賀県 長浜市 長浜市立びわ北小学校

2016年2月26日 (金) 三重県 名張市 名張市立比奈知小学校

2015年12月14日 (月) 大阪市 大坂市 大阪市立森之宮小学校

2015年12月15日 (火) 大阪府 吹田市 吹田市立第三中学校

2016年2月2日 (火) 大阪府 守口市 守口市立東小学校

2016年2月3日 (水) 奈良県 奈良市 奈良市立並松小学校

2016年2月4日 (木) 三重県 熊野市 熊野市立飛鳥中学校

2016年1月12日 (火) 岡山県 真庭市 岡山県真庭市立落合中学校

2016年1月13日 (水) 広島県 呉市 呉市立安浦中学校

2016年2月1日 (月) 島根県 雲南市 雲南市立佐世小学校

2016年2月2日 (火) 岡山県 新見市 岡山県新見市立刑部小学校

2016年2月3日 (水) 広島県 東広島市 東広島市立西志和小学校

2016年1月27日 (水) 鳥取県 米子市 米子市立和田小学校

2016年1月28日 (木) 山口県 周南市 周南市立岐山小学校

2016年1月29日 (金) 山口県 美祢市 美祢市立豊田前中学校

2016年1月25日 (月) 山口県 防府市 防府市立華西中学校

2016年1月26日 (火) 山口県 岩国市 岩国市立周北小学校

2016年1月28日 (木) 岡山市 岡山市 岡山市立曽根小学校

2016年2月8日 (月) 愛媛県 新居浜市 新居浜市立高津小学校

2016年2月9日 (火) 徳島県 鳴門市 鳴門市桑島小学校

2016年1月25日 (月) 兵庫県 宝塚市 宝塚市立末広小学校

2016年1月26日 (火) 香川県 高松市 香川県立香川中部養護学校

2016年1月26日 (火) 愛媛県 西予市 西予市立中川小学校

2016年1月27日 (水) 香川県 観音寺市 観音寺市立常盤小学校

2016年1月28日 (木) 香川県 三豊市 三豊市立麻小学校

2016年1月29日 (金) 徳島県 上板町 上板町立神宅小学校

2016年2月1日 (月) 兵庫県 神戸市 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校

2016年2月1日 (月) 愛媛県 松山市 松山市立雄郡小学校

2016年2月2日 (火) 徳島県 美馬市 美馬市立重清東小学校

2016年2月4日 (木) 香川県 善通寺市 善通寺市立東部小学校

2016年2月5日 (金) 兵庫県 姫路市 姫路市立白鷺小学校

2016年1月26日 (火) 愛媛県 今治市 今治市立桜井小学校

2016年1月27日 (水) 高知県 日高村 日高村佐川町学校組合立加茂中学校

ミュージカル
2公演

邦舞
2公演

演芸
3公演

オーケストラ
2公演

児童劇
3公演

ミュージカル
3公演

演芸
3公演

オーケストラ
2公演

音楽劇
2公演

児童劇
5公演

歌舞伎・能楽
4公演

演芸
2公演

制作団体： 有限会社 オペラシアターこんにゃく座
公演団体： オペラシアターこんにゃく座
公演演目： オペラ「森は生きている」
ブロック： Fブロック

制作団体： 株式会社 舞踊集団菊の会
公演団体： 舞踊集団菊の会
公演演目： 日本のおどり【第１部】太神楽『寿獅子』・日本舞踊『寿菊三番
叟』・『日本のおどり体験教室』・『楽器紹介』・和太鼓演奏『祝い太鼓』【第2
部】民族舞踊集『躍れ！日本の心』
ブロック： Fブロック

制作団体： 有限会社 参
公演団体： ちびっ子寄席
公演演目： 解説＋寄席囃子の紹介＋上方落語＋南京玉すだれ発表+色物
＋江戸落語
ブロック： Fブロック

制作団体： 一般社団法人 日本テレマン協会
公演団体： テレマン室内オーケストラ
公演演目： G.Ph.テレマン/３つのトランペットとティンパニのための協奏曲よ
り 等
ブロック： Gブロック

制作団体： 有限会社 劇団プーク
公演団体： 人形劇団プーク
公演演目： "「てぶくろを買いに」「くるみ割り人形」"
ブロック： Gブロック

制作団体： 有限会社 遊玄社
公演団体： 演劇集団 遊玄社
公演演目： 音楽劇・イソップランドの動物たち
ブロック： Gブロック

制作団体： 有限会社 PAC 汎マイム工房
公演団体： 劇団汎マイム工房
公演演目： 道化師芝居「ピエロマイムファンタジー」
ブロック： Gブロック

制作団体： 一般社団法人 大阪交響楽団
公演団体： 大阪交響楽団
公演演目： ジョン・ウイリアムズ映画「スターウォーズ」から “メインテーマ”
なかむら たかし大阪交響楽団オリジナル楽器紹介、等
ブロック： Hブロック

制作団体： 一般財団法人 オペラアーツ振興財団
公演団体： 有限会社アーツ・カンパニー
公演演目： "オペラ「カルメン」（アーツ・カンパニー版／日本語公演／全4
幕）原作：メリメ 作曲：ビゼー"
ブロック： Hブロック

制作団体： 有限会社 人形劇団京芸
公演団体： 人形劇団京芸
公演演目： 『ウォートンとカラスのコンテスト』
ブロック： Hブロック

制作団体： 株式会社創
公演団体： 大蔵流千五郎家茂山狂言会
公演演目：【小】 「附子・菌」 【中】「附子・蝸牛」
ブロック： Hブロック

制作団体： 株式会社 創
公演団体： 特定非営利活動法人 国際落語振興会
公演演目： 落語：時うどん、動物園 等、色物：太神楽もしくは和品 等
ブロック： Hブロック



平成27年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）【追加分】実施計画表

種目 本公演実施日
実施都道府県
政令指定都市

市町村名 実施校 制作団体・公演団体・公演演目

2016年1月26日 (火) 長崎県 対馬市 対馬市立豊小学校

2016年1月28日 (木) 熊本県 山都町 山都町立御岳小学校

2016年1月29日 (金) 熊本県 苓北町 苓北町立志岐小学校

2016年2月1日 (月) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立久間小学校

2016年2月2日 (火) 長崎県 雲仙市 雲仙市立吾妻中学校

2016年2月3日 (水) 長崎県 諫早市 諫早市立湯江小学校

2016年2月4日 (木) 長崎県 島原市 島原市立第四小学校

2016年2月5日 (金) 福岡市 福岡市 福岡市立姪浜小学校

2016年1月13日 (水) 福岡県 みやこ町 みやこ町立黒田小学校

2016年1月14日 (木) 福岡県 朝倉市 朝倉市立杷木小学校

2016年1月26日 (火) 熊本市 熊本市 熊本市立田原小学校

2016年1月27日 (水) 長崎県 西海市 西海市立雪浦小学校

2016年1月28日 (木) 佐賀県 伊万里市 伊万里市立松浦小学校

2016年2月16日 (火) 宮崎県 宮崎県 宮崎県立日南くろしお支援学校

2016年2月19日 (金) 沖縄県 糸満市 糸満市立西崎小学校

2015年12月7日 (月) 大分県 大分市 大分市立三佐小学校

2015年12月8日 (火) 大分県 別府市 別府市立東山中学校

2015年12月15日 (火) 鹿児島県 和泊町 和泊町立和泊中学校

2016年2月1日 (月) 大分県 大分市 大分市立横瀬西小学校

ミュージカル
5公演

歌舞伎・能楽
2公演

演芸
3公演

オーケストラ
2公演

邦楽
4公演

児童劇
3公演

制作団体： 株式会社 影向舎
公演団体： 津軽三味線あべや
公演演目： 《津軽三味線・和太鼓ユニットLIVE》
ブロック： Jブロック

制作団体： 株式会社伝統芸能オフィス
公演団体： 三宅狂言会
公演演目： 狂言「盆山」、「茸」―大勢狂言―
ブロック： Iブロック

制作団体： 株式会社 CHURA
公演団体： 沖縄歌舞劇団美
公演演目： 太陽の花～沖縄の四季を沖縄の唄と踊りと太鼓で贈る～
ブロック： Iブロック

制作団体： 学校法人 大阪音楽大学
公演団体： ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
公演演目： ビゼー/歌劇「カルメン」より 前奏曲3’、チャイコフスキー/バレ
エ組曲「白鳥の湖」より 第4幕フィナーレ7’ 等
ブロック： Jブロック

制作団体： 株式会社 人形劇団むすび座
公演団体： 人形劇団むすび座
公演演目： 「ピノキオ」
ブロック： Iブロック

制作団体： 株式会社 東京演劇集団 風
公演団体： 東京演劇集団風
公演演目： 星の王子さま
ブロック： Iブロック


