
平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校

合唱 10月17日 (月) 宮城県 白石市 白石市立白川中学校
制作団体： 公益財団法人 東京二期会

12公演 10月18日 (火) 宮城県 柴田町 柴田町立船岡小学校
公演団体： 二期会合唱団

10月19日 (水) 宮城県 丸森町 丸森町立丸森小学校
公演演目：

10月21日 (金) 秋田県 にかほ市 にかほ市立上郷小学校

10月24日 (月) 秋田県 羽後町 羽後町立三輪小学校
ブロック： Aブロック

10月25日 (火) 秋田県 横手市 横手市立醍醐小学校

10月26日 (水) 秋田県 能代市 能代市立能代第一中学校

10月27日 (木) 秋田県 北秋田市 北秋田市立阿仁合小学校

10月28日 (金) 青森県 鶴田町 鶴田町立胡桃館小学校

10月31日 (月) 青森県 七戸町 七戸町立七戸小学校

11月2日 (水) 北海道 北広島市 北広島市立緑陽中学校

11月4日 (金) 北海道 斜里町 斜里町立斜里中学校

オーケストラ等 8月30日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立和光小学校
制作団体： 公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団

16公演 8月31日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立西白石小学校
公演団体： 東京フィルハーモニー交響楽団

9月1日 (木) 北海道 釧路市 釧路市立桜が丘小学校
公演演目： ロッシーニ：歌劇『ウィリアム・テル』より“

スイス軍の行進”、他

9月12日 (月) 仙台市
仙台市
若林区 仙台市立蒲町中学校

ブロック： Aブロック

9月13日 (火) 宮城県 大崎市 大崎市立古川第二小学校

9月14日 (水) 宮城県 南三陸町 南三陸町立戸倉小学校

9月15日 (木) 宮城県 石巻市 石巻市立門脇中学校

9月16日 (金) 宮城県 利府町 利府町立菅谷台小学校

9月26日 (月) 岩手県 花巻市 花巻市立八幡小学校

9月27日 (火) 青森県 弘前市 弘前市立草薙小学校

9月28日 (水) 北海道 函館市 函館市立北日吉小学校

9月29日 (木) 北海道 函館市 函館市立湯川小学校

10月3日 (月) 秋田県 小坂町 小坂町立小坂小学校

10月4日 (火) 秋田県 湯沢市 湯沢市立駒形小学校

10月5日 (水) 秋田県 横手市 横手市立雄物川小学校

10月6日 (木) 岩手県 奥州市 奥州市立水沢南小学校

オーケストラ等 6月27日 (月) 岩手県 大船渡市 大船渡市立越喜来中学校
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

12公演 6月28日 (火) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立階上中学校
公演団体： 京都フィルハーモニー室内合奏団

6月29日 (水) 宮城県 富谷町 富谷町立あけの平小学校
公演演目： “京フィル はじめてのクラシックコンサート”

6月30日 (木) 宮城県 石巻市 石巻市立山下小学校
ブロック： Aブロック

7月1日 (金) 仙台市
仙台市
青葉区

仙台市立桜丘小学校

7月4日 (月) 秋田県 秋田市 秋田市立秋田東中学校

7月5日 (火) 秋田県 潟上市 潟上市立天王中学校

7月6日 (水) 秋田県 大仙市 大仙市立東大曲小学校

7月7日 (木) 岩手県 雫石町 雫石町立橋場小学校

7月8日 (金) 青森県 つがる市 つがる市立森田小学校

9月14日 (水) 北海道 紋別市 北海道紋別養護学校

9月16日 (金) 北海道 豊浦町
北海道シュタイナー学園
いずみの学校初等部中等部

【小学校】「五つのこどものうた」「いつも何度でも」等、
【中学校】「箱根八里」「待ちぼうけ」等

本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

児童劇
11月7日 (月) 北海道 帯広市 北海道帯広養護学校

制作団体： 有限会社 劇団あとむ

19公演 11月8日 (火) 北海道 旭川市 北海道旭川養護学校
公演団体： 有限会社 劇団あとむ

11月9日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立有明小学校
公演演目： 『あとむの時間はアンデルセン～遊びバージョン～』

11月10日 (木) 札幌市 札幌市 札幌市立豊成養護学校
ブロック： Aブロック

11月11日 (金) 北海道 苫小牧市 苫小牧市立北光小学校

11月14日 (月) 青森県 七戸町 七戸町立天間東小学校

11月15日 (火) 青森県 つがる市 青森県立森田養護学校

11月16日 (水) 青森県 平川市 平川市立竹館小学校

11月17日 (木) 青森県 黒石市 黒石市立中郷小学校

11月18日 (金) 秋田県 鹿角市 鹿角市立大湯小学校

11月21日 (月) 秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪北小学校

11月22日 (火) 秋田県 鹿角市 鹿角市立尾去沢小学校

11月24日 (木) 秋田県 湯沢市 湯沢市立湯沢西小学校

11月25日 (金) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立中井小学校

11月28日 (月) 宮城県 登米市 登米市立登米小学校

11月29日 (火) 宮城県 登米市 登米市立宝江小学校

11月30日 (水) 宮城県 東松島市 東松島市立鳴瀬桜華小学校

12月1日 (木) 仙台市
仙台市
太白区 仙台市立湯元小学校

12月2日 (金) 仙台市
仙台市
泉区 仙台市立住吉台小学校

児童劇
8月26日 (金) 北海道 釧路市 釧路市立中央小学校

制作団体： 有限会社 劇団かかし座

19公演 8月29日 (月) 北海道 岩見沢市 岩見沢市立東小学校
公演団体： 有限会社 劇団かかし座

8月30日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立北野小学校
公演演目： 『三枚のおふだ』

8月31日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立栄緑小学校
ブロック： Aブロック

9月1日 (木) 札幌市 札幌市 札幌市立栄東小学校

9月2日 (金) 北海道 八雲町 北海道八雲養護学校

9月5日 (月) 青森県 七戸町 七戸町立天間西小学校

9月6日 (火) 青森県 七戸町 七戸町立城南小学校

9月7日 (水) 青森県 十和田市 十和田市立西小学校

9月8日 (木) 岩手県 一戸町 一戸町立奥中山小学校

9月9日 (金) 秋田県 鹿角市 鹿角市立十和田小学校

9月12日 (月) 秋田県 北秋田市 北秋田市立鷹巣東小学校

9月13日 (火) 秋田県 三種町 三種町立琴丘小学校

9月14日 (水) 仙台市
仙台市
泉区 仙台市立実沢小学校

9月15日 (木) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立月立小学校

9月16日 (金) 岩手県 一関市 一関市立老松小学校

9月26日 (月) 宮城県 村田町 村田町立村田第二小学校

9月27日 (火) 宮城県 丸森町 丸森町立小斎小学校

9月28日 (水) 宮城県 丸森町 丸森町立大内小学校
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演劇
6月28日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立星置中学校

制作団体： 有限会社 劇団東京芸術座

18公演 6月30日 (木) 北海道 滝川市 滝川市立江部乙中学校
公演団体： 劇団東京芸術座

7月1日 (金) 札幌市 札幌市 札幌市立光陽小学校
公演演目： 「 夏の庭 -The Friends- 」

7月4日 (月) 北海道 帯広市 北海道帯広盲学校
ブロック： Aブロック

9月5日 (月) 青森県 田舎館村 田舎館村立田舎館小学校

9月6日 (火) 秋田県 鹿角市 鹿角市立尾去沢中学校

9月8日 (木) 岩手県 久慈市 久慈市立侍浜中学校

9月9日 (金) 岩手県 宮古市 宮古市立鍬ヶ崎小学校

9月12日 (月) 岩手県 一関市 一関市立中里小学校

9月13日 (火) 宮城県 加美町 加美町立東小野田小学校

9月15日 (木) 宮城県 大崎市 大崎市立高倉小学校

9月16日 (金) 宮城県 利府町 利府町立しらかし台小学校

9月18日 (日) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立大島中学校

10月3日 (月) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立鹿折中学校

10月6日 (木) 青森県 平内町 平内町立山口小学校

10月7日 (金) 青森県 三沢市 三沢市立上久保小学校

10月11日 (火) 宮城県 角田市 角田市立角田中学校

10月14日 (金) 仙台市
仙台市
泉区

仙台市立八乙女中学校

現代舞踊
6月13日 (月) 青森県 階上町 階上町立階上小学校

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

13公演 6月14日 (火) 岩手県 葛巻町 葛巻町立小屋瀬中学校
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

6月15日 (水) 秋田県 鹿角市 鹿角市立十和田中学校
公演演目： 学校巡廻公演（２０１６）-日韓トップダンサーの競演-

『これがヒップホップダンス！』

6月16日 (木) 青森県 弘前市 弘前市立常磐野小中学校
ブロック： Aブロック

6月17日 (金) 青森県 平川市 平川市立猿賀小学校

6月20日 (月) 秋田県 北秋田市 北秋田市立綴子小学校

6月21日 (火) 岩手県 盛岡市 盛岡市立米内小学校

6月22日 (水) 岩手県 雫石町 雫石町立南畑小学校

6月23日 (木) 宮城県 栗原市 栗原市立玉沢小学校

6月24日 (金) 宮城県 登米市 登米市立南方小学校

6月27日 (月) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立小原木小学校

6月28日 (火) 宮城県 石巻市 石巻市立貞山小学校

7月1日 (金) 北海道 枝幸町 枝幸町立枝幸南中学校
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歌舞伎
・能楽

6月6日 (月) 北海道 函館市 北海道教育大学附属函館中学校
制作団体： 皐風会

17公演 6月7日 (火) 青森県 弘前市 弘前市立新和小学校
公演団体： 皐風会

6月8日 (水) 青森県 八戸市 八戸市立根岸小学校
公演演目： 狂言「柿山伏（かきやまぶし）」、

能 「羽衣（はごろも）」等

8月23日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立平岸高台小学校
ブロック： Aブロック

8月24日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立北野台小学校

8月24日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立大谷地小学校

8月25日 (木) 札幌市 札幌市 札幌市立苗穂小学校

8月26日 (金) 北海道 登別市 登別市立富岸小学校

8月29日 (月) 宮城県 白石市 白石市立南中学校

8月30日 (火) 宮城県 白石市 白石市立福岡中学校

8月31日 (水) 宮城県 白石市 白石市立東中学校

9月1日 (木) 宮城県 石巻市 石巻市立飯野川中学校

9月2日 (金) 仙台市
仙台市
若林区 仙台市立南材木町小学校

11月7日 (月) 秋田県 由利本荘市 由利本荘市立由利中学校

11月8日 (火) 秋田県 井川町 井川町立井川小学校

11月9日 (水) 岩手県 盛岡市 盛岡市立生出小学校

11月10日 (木) 岩手県 奥州市 奥州市立真城小学校

邦楽
9月23日 (金) 北海道 釧路市 釧路市立城山小学校

制作団体： 有限会社 伝統芸能社

15公演 9月26日 (月) 北海道 白糠町 北海道白糠養護学校
公演団体： さくらこまち和楽団

9月27日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立発寒東小学校
公演演目： 「さくらこまち和楽団」～いろはに邦楽～

9月28日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立開成小学校
ブロック： Aブロック

9月29日 (木) 北海道 岩見沢市 岩見沢市立栗沢小学校

9月30日 (金) 北海道 岩見沢市 岩見沢市立第二小学校

10月3日 (月) 北海道 蘭越町 蘭越町立蘭越中学校

10月5日 (水) 岩手県 金ケ崎町 金ケ崎町立西小学校

10月11日 (火) 青森県 弘前市 弘前市立石川小学校

10月12日 (水) 青森県 弘前市 弘前市立船沢中学校

10月13日 (木) 秋田県 三種町 三種町立山本中学校

10月14日 (金) 秋田県 三種町 三種町立森岳小学校

10月17日 (月) 岩手県 盛岡市 盛岡市立米内中学校

10月18日 (火) 宮城県 涌谷町 涌谷町立涌谷箟岳小学校

10月19日 (水) 宮城県 角田市 角田市立西根小学校
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演芸
6月14日 (火) 宮城県 角田市 角田市立金津中学校

制作団体： 有限会社 貞水企画室

14公演 6月15日 (水) 宮城県 柴田町 柴田町立西住小学校
公演団体： 有限会社 貞水企画室

6月16日 (木) 仙台市
仙台市
太白区

仙台市立向山小学校
公演演目：

6月17日 (金) 宮城県 登米市 登米市立登米中学校

6月20日 (月) 青森県 八戸市 八戸市立日計ケ丘小学校
ブロック： Aブロック

6月22日 (水) 秋田県 八峰町 八峰町立八森小学校

9月27日 (火) 北海道 小樽市 小樽市立向陽中学校

9月28日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立平岡公園小学校

9月30日 (金) 北海道 奥尻町 奥尻町立青苗小学校

10月3日 (月) 秋田県 由利本荘市 由利本荘市立鳥海中学校

10月4日 (火) 秋田県 羽後町 羽後町立高瀬小学校

11月28日 (月) 岩手県 一関市 一関市立清田小学校

11月29日 (火) 青森県 弘前市 弘前市立東目屋中学校

11月30日 (水) 岩手県 北上市 北上市立北上北中学校

演芸
6月27日 (月) 岩手県 盛岡市 盛岡市立向中野小学校

制作団体： 株式会社 ナカツボ

14公演 6月28日 (火) 宮城県 角田市 宮城県立角田支援学校
公演団体： 沖縄歌舞団

6月29日 (水) 宮城県 加美町 加美町立宮崎中学校
公演演目： 沖縄歌舞団～太陽の島と海と人々と～

6月30日 (木) 宮城県 加美町 加美町立鳴瀬小学校
ブロック： Aブロック

7月1日 (金) 岩手県 奥州市 奥州市立江刺第一中学校

7月11日 (月) 青森県 青森市 青森県立青森若葉養護学校

7月12日 (火) 青森県 黒石市 黒石市立北陽小学校

7月13日 (水) 秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪小学校

7月14日 (木) 秋田県 大館市 大館市立長木小学校

9月29日 (木) 北海道 別海町 別海町立上西春別小学校

9月30日 (金) 北海道 浦幌町 浦幌町立上浦幌中学校

10月3日 (月) 北海道 黒松内町 北海道余市養護学校しりべし学園分校

10月4日 (火) 北海道 小樽市 小樽市立北山中学校

10月5日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立栄町小学校

「耳なし芳一」「四谷怪談」など
 【小学校】「越の海」「宮本武蔵」など
 【中学校】「太平記」など



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

合唱 7月5日 (火) 栃木県 那須塩原市 那須塩原市立日新中学校
制作団体： 一般財団法人 合唱音楽振興会

16公演 7月6日 (水) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立池ノ森小学校
公演団体： 東京混声合唱団

7月7日 (木) 群馬県 板倉町 板倉町立南小学校
公演演目：

11月14日 (月) 群馬県 前橋市 前橋市立二之宮小学校

11月15日 (火) 群馬県 藤岡市 藤岡市立鬼石北小学校
ブロック： Bブロック

11月16日 (水) 埼玉県 秩父市 秩父市立荒川東小学校

11月17日 (木) 埼玉県 秩父市 秩父市立秩父第二中学校

11月21日 (月) 埼玉県 日高市 日高市立高萩小学校

11月22日 (火) 埼玉県 桶川市 桶川市立日出谷小学校

11月24日 (木) 山形県 西川町 西川町立西川小学校

11月25日 (金) 山形県 西川町 西川町立西川中学校

11月28日 (月) 山形県 南陽市 南陽市立宮内小学校

11月29日 (火) 山形県 米沢市 米沢市立広幡小学校

11月30日 (水) 福島県 郡山市 郡山市立白岩小学校

12月1日 (木) 福島県 郡山市 郡山市立金透小学校

12月2日 (金) 福島県 天栄村 天栄村立広戸小学校

オーケストラ等 10月18日 (火) 山形県 村山市 村山市立楯岡中学校
制作団体： 学校法人 大阪音楽大学

13公演 10月19日 (水) 福島県 福島市 福島市立東湯野小学校
公演団体： ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

10月20日 (木) 福島県 福島市 福島市立平田小学校
公演演目： ワーグナー / 歌劇「ローエングリン」より

第３幕への前奏曲 3’、他

10月21日 (金) 福島県 二本松市 二本松市立旭小学校
ブロック： Bブロック

10月25日 (火) 埼玉県 行田市 行田市立須加小学校

10月26日 (水) 埼玉県 幸手市 幸手市立吉田小学校

10月27日 (木) 埼玉県 幸手市 幸手市立上高野小学校

10月28日 (金) 埼玉県 鴻巣市 鴻巣市立箕田小学校

12月12日 (月) 栃木県 宇都宮市 宇都宮海星女子学院中学校

12月13日 (火) 栃木県 佐野市 佐野市立佐野小学校

12月14日 (水) 群馬県 館林市 館林市立第七小学校

12月15日 (木) 埼玉県 深谷市 深谷市立岡部小学校

12月16日 (金) 群馬県 前橋市 前橋市立鎌倉中学校

オーケストラ等 6月7日 (火) 山形県 酒田市 酒田市立東部中学校
制作団体： 公益財団法人 名古屋フィルハーモニー交響楽団

10公演 6月8日 (水) 山形県 米沢市 米沢市立第五中学校
公演団体： 名古屋フィルハーモニー交響楽団

6月9日 (木) 福島県 郡山市 郡山市立高瀬中学校
公演演目： 【あの“ジュピター”が体育館で楽しめる！】 1. ホルス

ト［山本直人編］： 組曲『惑星』より「木星」、他

6月29日 (水) 群馬県 前橋市 前橋市立粕川小学校
ブロック： Bブロック

6月30日 (木) 群馬県 前橋市 前橋市立総社小学校

10月3日 (月) 福島県 本宮市 本宮市立本宮小学校

10月4日 (火) 栃木県 高根沢町 高根沢町立阿久津中学校

10月5日 (水) 栃木県 那須塩原市 那須塩原市立黒磯小学校

10月6日 (木) 埼玉県 春日部市 春日部市立幸松小学校

10月7日 (金) 埼玉県 春日部市 春日部市立牛島小学校

（小学生対象）■校歌演奏■第１部日本のうた等、
■第２部世界の合唱曲より等
（中学生対象）■校歌演奏■第１部世界の合唱曲より、
■第２部日本のうた「親子で歌いつごう日本の歌百選」より等



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

児童劇 6月6日 (月) 群馬県 富岡市 富岡市立黒岩小学校
制作団体： 特定非営利活動法人 アートインAsibina

14公演 6月7日 (火) 埼玉県 神川町 神川町立青柳小学校
公演団体： 特定非営利活動法人 アートインAsibina

6月9日 (木) 群馬県 前橋市 前橋市立桂萱小学校
公演演目： 「ねこはしる」

6月10日 (金) 群馬県 桐生市 桐生市立梅田南小学校
ブロック： Bブロック

6月13日 (月) 福島県 郡山市 郡山市立河内小学校

6月14日 (火) 福島県 二本松市 二本松市立川崎小学校

6月15日 (水) 栃木県 塩谷町 塩谷町立船生小学校

6月16日 (木) 群馬県 甘楽町 甘楽町立福島小学校

11月5日 (土) 埼玉県 春日部市 春日部市立宝珠花小学校

11月8日 (火) 埼玉県 春日部市 春日部市立備後小学校

11月9日 (水) 栃木県 上三川町 上三川町立明治南小学校

11月10日 (木) 栃木県 佐野市 佐野市立栃本小学校

11月11日 (金) 埼玉県 久喜市 久喜市立鷲宮小学校

11月12日 (土) 埼玉県 吉川市 吉川市立三輪野江小学校

児童劇 6月10日 (金) 福島県 伊達市 伊達市立富成小学校
制作団体： 株式会社 劇団うりんこ

19公演 6月17日 (金) 山形県 遊佐町 遊佐町立遊佐小学校
公演団体： 劇団うりんこ

7月1日 (金) 福島県 いわき市 いわき市立小名浜東小学校
公演演目： 「ぼくはにんじゃのあやし丸」

7月4日 (月) 福島県 田村市 田村市立美山小学校
ブロック： Bブロック

7月5日 (火) 福島県 田村市 田村市立岩井沢小学校

7月6日 (水) 福島県 会津若松市 会津若松市立城北小学校

7月7日 (木) 福島県 須賀川市 須賀川市立柏城小学校

11月24日 (木) 栃木県 那須塩原市 栃木県立那須特別支援学校

11月25日 (金) 栃木県 大田原市 大田原市立西原小学校

11月28日 (月) 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市立赤堀東小学校

11月29日 (火) 群馬県 前橋市 前橋市立山王小学校

11月30日 (水) 群馬県 館林市 館林市立第五小学校

12月1日 (木) さいたま市 さいたま市 さいたま市立与野南小学校

12月2日 (金) 埼玉県 羽生市 羽生市立川俣小学校

12月5日 (月) 埼玉県 加須市 加須市立大利根東小学校

12月6日 (火) 埼玉県 久喜市 久喜市立栗橋小学校

12月7日 (水) 埼玉県 久喜市 久喜市立栢間小学校

12月8日 (木) 埼玉県 越谷市 越谷市立蒲生小学校

12月9日 (金) 埼玉県 羽生市 羽生市立須影小学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

演劇 6月14日 (火) 埼玉県 白岡市 白岡市立西小学校
制作団体： 株式会社 デラシネラ

14公演 6月15日 (水) 群馬県 甘楽町 甘楽町立新屋小学校
公演団体： カンパニーデラシネラ

6月16日 (木) 埼玉県 本庄市 本庄市立共和小学校
公演演目： 「ロミオとジュリエット」

6月18日 (土) 埼玉県 ときがわ町 ときがわ町立玉川小学校
ブロック： Bブロック

6月20日 (月) 福島県 いわき市 いわき市立川部小学校

6月21日 (火) 福島県 北塩原村 北塩原村立裏磐梯小学校

6月22日 (水) 福島県 喜多方市 喜多方市立駒形小学校

6月23日 (木) 福島県 伊達市 伊達市立石田小学校

6月27日 (月) 栃木県 宇都宮市 宇都宮短期大学附属中学校

6月28日 (火) 栃木県 下野市 下野市立緑小学校

6月29日 (水) 栃木県 栃木市 栃木市立国府北小学校

6月30日 (木) 埼玉県 羽生市 羽生市立南中学校

7月1日 (金) 群馬県 渋川市 渋川市立刀川小学校

7月13日 (水) 埼玉県 川口市 川口市立朝日東小学校

ミュージカル 9月12日 (月) さいたま市 さいたま市 さいたま市立上小小学校
制作団体： 株式会社 ヒューマンデザイン

17公演 9月20日 (火) 群馬県 みどり市 みどり市立東中学校
公演団体： 音楽座ミュージカル

9月21日 (水) 栃木県 足利市 栃木県立足利中央特別支援学校
公演演目： 音楽座ミュージカル「リトルプリンスⅡ」

9月23日 (金) さいたま市 さいたま市 さいたま市立城南小学校
ブロック： Bブロック

9月26日 (月) 福島県 二本松市 二本松市立石井小学校

9月27日 (火) 福島県 喜多方市 喜多方市立熱塩小学校

9月28日 (水) 福島県 三春町 三春町立岩江小学校

9月29日 (木) 栃木県 那須塩原市 那須塩原市立東小学校

9月30日 (金) 栃木県 高根沢町 高根沢町立阿久津小学校

10月11日 (火) 埼玉県 嵐山町 嵐山町立志賀小学校

10月12日 (水) 群馬県 高崎市 高崎市立南陽台小学校

10月13日 (木) 埼玉県 川島町 川島町立伊草小学校

11月30日 (水) 山形県 遊佐町 遊佐町立高瀬小学校

12月1日 (木) 山形県 飯豊町 飯豊町立第一小学校

12月2日 (金) 山形県 新庄市 新庄市立日新小学校

12月6日 (火) 群馬県 太田市 太田市立生品小学校

12月7日 (水) 埼玉県 蓮田市 蓮田市立黒浜中学校
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

バレエ 10月26日 (水) さいたま市 さいたま市 さいたま市立河合小学校

制作団体： 一般財団法人 谷桃子バレエ団

8公演 10月27日 (木) 埼玉県 富士見市 富士見市立勝瀬小学校

公演団体： 谷桃子バレエ団

10月28日 (金) 埼玉県 加須市 加須市立大越小学校

公演演目： 第１部 クラシックバレエについての解説と練習風景の
実演、第２部「白鳥の湖」ダイジェスト版

11月8日 (火) 山形県 遊佐町 遊佐町立吹浦小学校

ブロック： Bブロック

11月10日 (木) 福島県 いわき市 いわき市立大浦小学校

11月11日 (金) 福島県 二本松市 二本松市立岳下小学校

11月15日 (火) 栃木県 佐野市 佐野市立多田小学校

11月16日 (水) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立板荷中学校

歌舞伎
・能楽

11月7日 (月) 福島県 伊達市 伊達市立大田小学校

制作団体： 株式会社 創

17公演 11月8日 (火) 福島県 川俣町 川俣町立飯坂小学校

公演団体： 大蔵流千五郎家茂山狂言会

11月9日 (水) 山形県 南陽市 南陽市立宮内中学校

公演演目： ①：附子・菌（ワークショップ）・蝸牛附子（三人狂言）他
②：附子・蝸牛（ワークショップ）・蝸牛附子（三人狂言）他

11月10日 (木) 山形県 中山町 中山町立中山中学校

ブロック： Bブロック

11月11日 (金) 山形県 山形市 山形市立第八中学校

11月14日 (月) 福島県 いわき市 いわき市立小川小学校

11月15日 (火) 栃木県 益子町 益子町立田野中学校

11月16日 (水) 栃木県 栃木市 栃木市立吹上小学校

11月17日 (木) 栃木県 佐野市 栃木県立佐野高等学校附属中学校

11月21日 (月) 群馬県 邑楽町 邑楽町立邑楽中学校

11月22日 (火) 群馬県 館林市 館林市立第十小学校

11月28日 (月) 埼玉県 神川町 神川町立神川中学校

11月29日 (火) 埼玉県 行田市 行田市立南小学校

11月30日 (水) 埼玉県 羽生市 羽生市立新郷第二小学校

12月12日 (月) 埼玉県 新座市 新座市立陣屋小学校

12月13日 (火) 埼玉県 久喜市 久喜市立栗橋西小学校

12月14日 (水) さいたま市 さいたま市 さいたま市立大久保小学校
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

邦楽 7月4日 (月) 栃木県 那須町 那須町立那須高原小学校
制作団体： 有限会社 アートウィル

19公演 7月5日 (火) 山形県 東根市 東根市立長瀞小学校
公演団体： 東京打撃団（和太鼓）

7月6日 (水) 山形県 東根市 東根市立小田島小学校
公演演目： 1）萬来、2) 楽天伎、他

7月7日 (木) 山形県 新庄市 新庄市立北辰小学校
ブロック： Bブロック

7月8日 (金) 福島県 相馬市 福島県立相馬養護学校

7月11日 (月) 栃木県 塩谷町 塩谷町立大宮小学校

7月13日 (水) 栃木県 那須塩原市 那須塩原市立鍋掛小学校

7月14日 (木) 福島県 本宮市 本宮市立白沢中学校

7月15日 (金) 福島県 本宮市 本宮市立本宮第一中学校

12月5日 (月) 埼玉県 深谷市 深谷市立明戸小学校

12月6日 (火) 埼玉県 行田市 行田市立南河原小学校

12月7日 (水) 埼玉県 草加市 草加市立新田中学校

12月8日 (木) さいたま市 さいたま市 さいたま市立七里小学校

12月9日 (金) さいたま市 さいたま市 さいたま市立本太小学校

12月12日 (月) 栃木県 宇都宮市 宇都宮市立横川中学校

12月13日 (火) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立南押原中学校

12月14日 (水) 群馬県 太田市 太田市立綿打小学校

12月15日 (木) 群馬県 高崎市 高崎市立片岡中学校

12月16日 (金) 福島県 只見町 只見町立朝日小学校

演芸 11月7日 (月) 山形県 東根市 東根市立大富中学校
制作団体： 公益社団法人 落語芸術協会

19公演 11月8日 (火) 山形県 寒河江市 寒河江市立寒河江中部小学校
公演団体： 公益社団法人 落語芸術協会

11月9日 (水) 福島県 伊達市 伊達市立富野小学校
公演演目： 「時そば」「寿限無」等

11月10日 (木) 福島県 二本松市 二本松市立渋川小学校
ブロック： Bブロック

11月11日 (金) 福島県 二本松市 二本松市立塩沢小学校

11月14日 (月) 福島県 猪苗代町 猪苗代町立東中学校

11月15日 (火) 福島県 本宮市 本宮市立岩根小学校

11月16日 (水) 福島県 矢吹町 矢吹町立三神小学校

11月17日 (木) 福島県 矢吹町 矢吹町立中畑小学校

11月18日 (金) 栃木県 那須塩原市 那須塩原市立黒磯北中学校

11月21日 (月) 埼玉県 行田市 行田市立北河原小学校

11月22日 (火) 埼玉県 加須市 加須市立大利根中学校

11月24日 (木) 埼玉県 加須市 加須市立種足小学校

11月25日 (金) さいたま市 さいたま市 さいたま市立常盤小学校

11月28日 (月) 群馬県 下仁田町 下仁田町立下仁田小学校

11月29日 (火) 群馬県 甘楽町 甘楽町立小幡小学校

11月30日 (水) 群馬県 高崎市 高崎市立吉井西小学校

12月1日 (木) 群馬県 前橋市 前橋市立天川小学校

12月2日 (金) 埼玉県 神川町 神川町立渡瀬小学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

オーケストラ等 11 月 8 日 (火) 千葉市 千葉市 千葉市立都賀の台小学校
制作団体： 公益財団法人 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

13公演 11 月 9 日 (水) 千葉県 船橋市 船橋市立大穴中学校
公演団体： 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

11 月 11 日 (金) 千葉県 松戸市 松戸市立南部小学校
公演演目： ビゼー作曲：歌劇「カルメン」より前奏曲、他

11 月 21 日 (月) 茨城県 日立市 日立市立田尻小学校
ブロック： Cブロック

11 月 24 日 (木) 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市立霞ケ浦南小学校

11 月 25 日 (金) 茨城県 茨城町 茨城町立長岡小学校

11 月 28 日 (月) 山梨県 小菅村 小菅村立小菅小学校

11 月 29 日 (火) 山梨県 甲州市 甲州市立塩山北小学校

11 月 30 日 (水) 山梨県 甲府市 甲府市立新紺屋小学校

12 月 5 日 (月) 千葉県 白井市 白井市立清水口小学校

12 月 6 日 (火) 東京都 八王子市 八王子市立第六小学校

12 月 7 日 (水) 東京都 江戸川区 江戸川区立上小岩第二小学校

12 月 8 日 (木) 東京都 立川市 立川市立西砂小学校

オーケストラ等 9 月 13 日 (火) 東京都 品川区 品川区立八潮学園
制作団体： 公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団

9公演 9 月 14 日 (水) 茨城県 神栖市 神栖市立須田小学校
公演団体： 公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団

9 月 15 日 (木) 千葉県 横芝光町 横芝光町立横芝中学校
公演演目： 【小学校】勢いよく華やかな演奏会へご案内します！、他

【中学校】名曲中の名曲でオーケストラ公演へ誘います、他

9 月 16 日 (金) 千葉県 鋸南町 鋸南町立鋸南小学校
ブロック： Cブロック

10 月 26 日 (水) 山梨県 都留市 都留市立禾生第一小学校

10 月 27 日 (木) 山梨県 南部町 南部町立睦合小学校

11 月 28 日 (月) 東京都 八王子市 八王子市立みなみ野君田小学校

11 月 29 日 (火) 千葉市 千葉市 千葉市立こてはし台小学校

11 月 30 日 (水) 茨城県 常総市 常総市立水海道西中学校

児童劇 9 月 16 日 (金) 東京都 新宿区 新宿区立東戸山小学校
制作団体： 株式会社 演劇集団円

15公演 9 月 20 日 (火) 東京都 八王子市 八王子市立船田小学校
公演団体： 演劇集団 円

9 月 21 日 (水) 山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町立大石小学校
公演演目： 新作現代語狂言 ひゅ～どろろ

9 月 23 日 (金) 山梨県 山梨市 山梨市立笛川小学校
ブロック： Cブロック

9 月 26 日 (月) 千葉県 匝瑳市 匝瑳市立野田小学校

9 月 27 日 (火) 千葉市 千葉市 千葉市立寒川小学校

9 月 28 日 (水) 千葉県 白井市 白井市立桜台小学校

9 月 29 日 (木) 千葉県 柏市 柏市立花野井小学校

9 月 30 日 (金) 東京都 練馬区 練馬区立大泉小学校

10 月 3 日 (月) 千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦市立奈良輪小学校

10 月 4 日 (火) 茨城県 神栖市 神栖市立大野原西小学校

10 月 5 日 (水) 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市立志筑小学校

10 月 6 日 (木) 茨城県 守谷市 守谷市立松前台小学校

10 月 7 日 (金) 茨城県 古河市 古河市立名崎小学校

10 月 11 日 (火) 東京都 葛飾区 葛飾区立柴原小学校
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演劇 11 月 4 日 (金) 山梨県 都留市 都留市立東桂中学校
制作団体： 有限会社 青年劇場

14公演 11 月 7 日 (月) 山梨県 北杜市 北杜市立高根中学校
公演団体： 秋田雨雀・土方与志記念 青年劇場

11 月 8 日 (火) 山梨県 北杜市 北杜市立武川中学校
公演演目： 「博士の愛した数式」

11 月 9 日 (水) 山梨県 甲州市 甲州市立塩山北中学校
ブロック： Cブロック

11 月 14 日 (月) 山梨県 甲州市 甲州市立塩山中学校

11 月 15 日 (火) 千葉県 船橋市 船橋市立御滝中学校

11 月 16 日 (水) 千葉市 千葉市 千葉市立都賀中学校

11 月 17 日 (木) 東京都 八王子市 八王子市立南大沢小学校

11 月 18 日 (金) 千葉県 佐倉市 佐倉市立佐倉東中学校

11 月 21 日 (月) 茨城県 つくば市 つくば市立谷田部東中学校

11 月 22 日 (火) 茨城県 潮来市 潮来市立潮来第二中学校

11 月 24 日 (木) 茨城県 大子町 大子町立南中学校

11 月 25 日 (金) 茨城県 高萩市 高萩市立高萩中学校

11 月 28 日 (月) 東京都 昭島市 昭島市立玉川小学校

演劇 6 月 20 日 (月) 東京都 町田市 町田市立南第一小学校
制作団体： 新潮劇院

18公演 6 月 21 日 (火) 東京都 江戸川区 江戸川区立下鎌田東小学校
公演団体： 新潮劇院

6 月 22 日 (水) 東京都 新宿区 練馬区立早宮小学校
公演演目： 孫悟空 天界で大暴れ ～西遊記より～

10 月 11 日 (火) 山梨県 甲府市 甲府市立国母小学校
ブロック： Cブロック

10 月 12 日 (水) 山梨県 南アルプス市 南アルプス市立白根巨摩中学校

10 月 17 日 (月) 東京都 利島村 利島村立利島小学校

10 月 21 日 (金) 千葉県 市原市 市原市立三和中学校

11 月 6 日 (日) 茨城県 桜川市 桜川市立岩瀬小学校

11 月 7 日 (月) 茨城県 筑西市 筑西市立小栗小学校

11 月 8 日 (火) 茨城県 鉾田市 鉾田市立旭東小学校

11 月 9 日 (水) 茨城県 鉾田市 鉾田市立串挽小学校

11 月 10 日 (木) 茨城県 石岡市 石岡市立関川小学校

11 月 11 日 (金) 東京都 品川区 品川区立宮前小学校

11 月 14 日 (月) 千葉市 千葉市 千葉市立土気小学校

11 月 15 日 (火) 千葉県 木更津市 木更津市立木更津第一小学校

11 月 16 日 (水) 千葉県 成田市 成田市立桜田小学校

11 月 17 日 (木) 千葉県 八千代市 八千代市立みどりが丘小学校

11 月 18 日 (金) 千葉県 柏市 柏市立高柳小学校
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ミュージカル 10 月 31 日 (月) 東京都 調布市 調布市立富士見台小学校 制作団体： 株式会社 オールスタッフ

17公演 11 月 1 日 (火) 東京都 八王子市 八王子市立中山小学校 公演団体： ミュージカルカンパニーイッツフォーリーズ

11 月 2 日 (水) 東京都 八王子市 八王子市立上柚木小学校 公演演目： ミュージカル「ルドルフとイッパイアッテナ」

11 月 4 日 (金) 山梨県 南アルプス市 南アルプス市立白根東小学校 ブロック： Cブロック

11 月 5 日 (土) 山梨県 大月市 大月市立大月東小学校

11 月 7 日 (月) 山梨県 山梨市 山梨市立山梨小学校

11 月 8 日 (火) 千葉県 佐倉市 佐倉市立弥富小学校

11 月 9 日 (水) 千葉県 習志野市 習志野市立実花小学校

11 月 10 日 (木) 千葉県 鴨川市 鴨川市立東条小学校

11 月 14 日 (月) 千葉県 銚子市 千葉県立銚子特別支援学校

11 月 15 日 (火) 茨城県 鉾田市 鉾田市立大竹小学校

11 月 16 日 (水) 茨城県 日立市 日立市立諏訪小学校

11 月 18 日 (金) 茨城県 笠間市 笠間市立笠間小学校

11 月 21 日 (月) 茨城県 常総市 常総市立玉小学校

11 月 22 日 (火) 茨城県 常総市 常総市立豊岡小学校

11 月 29 日 (火) 千葉県 いすみ市 いすみ市立東海小学校

11 月 30 日 (水) 千葉市 千葉市 千葉市立千城台西小学校

現代舞踊 10 月 3 日 (月) 千葉県 栄町 栄町立安食小学校
制作団体： 株式会社 ナチュラルダンステアトル

11公演 10 月 5 日 (水) 山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町立船津小学校
公演団体： ナチュラルダンステアトル

10 月 6 日 (木) 山梨県 身延町 身延町立下部小学校
公演演目： 『さーかす』

10 月 7 日 (金) 山梨県 富士川町 山梨県立わかば支援学校ふじかわ分校
ブロック： Cブロック

10 月 11 日 (火) 茨城県 古河市 古河市立三和東中学校

10 月 12 日 (水) 茨城県 稲敷市 稲敷市立桜川中学校

10 月 14 日 (金) 千葉県 南房総市 南房総市立富浦小学校

10 月 19 日 (水) 茨城県 阿見町 阿見町立実穀小学校

10 月 20 日 (木) 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市立下稲吉東小学校

10 月 21 日 (金) 茨城県 日立市 日立市立櫛形小学校

10 月 24 日 (月) 東京都 日野市 日野市立南平小学校

歌舞伎
・能楽

6 月 6 日 (月) 千葉県 船橋市 千葉県立船橋特別支援学校
制作団体： 公益財団法人 山本能楽堂

16公演 6 月 7 日 (火) 東京都 福生市 福生市立福生第三小学校
公演団体： 公益財団法人 山本能楽堂

6 月 8 日 (水) 東京都 八王子市 東京都立八王子東特別支援学校
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」】

9 月 13 日 (火) 千葉県 野田市 野田市立二川小学校
ブロック： Cブロック

9 月 14 日 (水) 茨城県 城里町 城里町立沢山小学校

9 月 15 日 (木) 千葉市 千葉市 千葉市立幕張中学校

9 月 16 日 (金) 千葉県 柏市 柏市立松葉第一小学校

11 月 21 日 (月) 東京都 杉並区 杉並区立高井戸東小学校

11 月 22 日 (火) 東京都 小金井市 小金井市立緑中学校

11 月 24 日 (木) 山梨県 甲府市 山梨県立盲学校

11 月 25 日 (金) 山梨県 笛吹市 笛吹市立石和西小学校

12 月 12 日 (月) 東京都 国立市 国立市立国立第四小学校

12 月 13 日 (火) 東京都 町田市 町田市立南成瀬中学校

12 月 14 日 (水) 山梨県 市川三郷町 市川三郷町立六郷中学校

12 月 15 日 (木) 東京都 清瀬市 清瀬市立清瀬第二中学校

12 月 16 日 (金) 東京都 荒川区 荒川区立第九峡田小学校
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人形浄瑠璃 10 月 3 日 (月) 山梨県 北杜市 北杜市立須玉中学校
制作団体： 公益財団法人 文楽協会

5公演 10 月 4 日 (火) 東京都 調布市 調布市立八雲台小学校
公演団体： 公益財団法人 文楽協会

10 月 5 日 (水) 千葉県 栄町 栄町立安食台小学校
公演演目： 牛若丸・弁慶 「五条橋」他

10 月 6 日 (木) 千葉県 八千代市
秀明大学学校教師学部付属
秀明八千代中学校

ブロック： Cブロック

10 月 7 日 (金) 千葉県 大網白里市 大網白里市立増穂北小学校

邦楽 7 月 4 日 (月) 千葉市 千葉市 千葉市立花園小学校
制作団体： オーラJ

14公演 7 月 5 日 (火) 千葉市 千葉市 千葉市立磯辺小学校
公演団体： オーラJ

7 月 6 日 (水) 千葉市 千葉市 千葉市立柏井小学校
公演演目： 「邦楽器による伝説舞台 —羽衣—」

7 月 7 日 (木) 千葉県 大網白里市 大網白里市立白里小学校
ブロック： Cブロック

9 月 26 日 (月) 千葉県 佐倉市 佐倉市立下志津小学校

9 月 27 日 (火) 千葉県 柏市 柏市立土南部小学校

9 月 28 日 (水) 茨城県 つくば市 つくば市立並木小学校

9 月 29 日 (木) 茨城県 筑西市 筑西市立五所小学校

9 月 30 日 (金) 茨城県 北茨城市 北茨城市立中妻小学校

12 月 5 日 (月) 東京都 文京区 文京区立駒本小学校

12 月 6 日 (火) 東京都 世田谷区 世田谷区立経堂小学校

12 月 7 日 (水) 東京都 八王子市 八王子市立柏木小学校

12 月 8 日 (木) 山梨県 甲州市 甲州市立松里小学校

12 月 9 日 (金) 山梨県 甲府市 甲府市立善誘館小学校

邦楽 6 月 27 日 (月) 東京都 杉並区 杉並区立泉南中学校
制作団体： 株式会社 東京コンサーツ

12公演 6 月 29 日 (水) 東京都 日野市 日野市立日野第八小学校
公演団体： 一般社団法人 伶楽舎

6 月 30 日 (木) 千葉市 千葉市 千葉市立上の台小学校
公演演目： 「伶楽舎 子どものための雅楽コンサート」

7 月 4 日 (月) 茨城県 鉾田市 鉾田市立新宮小学校
ブロック： Cブロック

7 月 5 日 (火) 茨城県 つくば市 つくば市立谷田部南小学校

7 月 6 日 (水) 茨城県 下妻市 下妻市立上妻小学校

7 月 11 日 (月) 千葉県 野田市 野田市立福田第二小学校

7 月 12 日 (火) 千葉県 松戸市 松戸市立六実第二小学校

10 月 3 日 (月) 東京都 町田市 町田市立南つくし野小学校

10 月 4 日 (火) 東京都 板橋区 板橋区立板橋第六小学校

10 月 11 日 (火) 山梨県 甲州市 甲州市立大藤小学校

10 月 14 日 (金) 山梨県 甲府市 甲府市立北新小学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

演芸 6 月 3 日 (金) 山梨県 甲斐市 甲斐市立敷島北小学校
制作団体： 株式会社 影向舎

19公演 6 月 6 日 (月) 茨城県 北茨城市 北茨城市立石岡小学校
公演団体： めばえ寄席「○○亭」

6 月 7 日 (火) 茨城県 日立市 日立市立中里小学校
公演演目： あなたの学校のオリジナル落語会！他

6 月 8 日 (水) 茨城県 日立市 日立市立大久保小学校
ブロック： Cブロック

6 月 10 日 (金) 山梨県 甲府市 山梨学院大学附属小学校

6 月 13 日 (月) 千葉県 流山市 流山市立おおたかの森小学校

6 月 14 日 (火) 千葉県 松戸市 松戸市立高木第二小学校

6 月 16 日 (木) 千葉県 柏市 柏市立松葉第二小学校

6 月 20 日 (月) 千葉県 成田市 成田市立橋賀台小学校

6 月 21 日 (火) 千葉県 船橋市 船橋市立高根台第二小学校

11 月 28 日 (月) 茨城県 水戸市 水戸市立吉田小学校

11 月 29 日 (火) 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市立三笠小学校

11 月 30 日 (水) 東京都 板橋区 板橋区立志村小学校

12 月 1 日 (木) 東京都 東村山市 東村山市立東村山第五中学校

12 月 2 日 (金) 東京都 町田市 町田市立本町田小学校

12 月 5 日 (月) 千葉市 千葉市 千葉市立稲丘小学校

12 月 6 日 (火) 千葉市 千葉市 千葉市立磯辺第三小学校

12 月 7 日 (水) 千葉県 君津市 君津市立久留里小学校

12 月 8 日 (木) 千葉県 富津市 富津市立吉野小学校

合唱 6 月 16 日 (木) 神奈川県 川崎市 神奈川県立中原養護学校
制作団体： 公益財団法人 新国立劇場運営財団

17公演 6 月 17 日 (金) 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎市立緑が浜小学校
公演団体： 新国立劇場合唱団

6 月 20 日 (月) 横浜市 横浜市 横浜市立竹山小学校
公演演目： 新国立劇場合唱団 文化芸術による子供の育成事業

プログラム

6 月 21 日 (火) 神奈川県 厚木市 厚木市立厚木中学校
ブロック： Dブロック

6 月 22 日 (水) 相模原市 相模原市 相模原市立中央小学校

6 月 24 日 (金) 静岡県 沼津市 沼津市立浮島小学校

6 月 27 日 (月) 神奈川県 大磯町 大磯町立国府中学校

9 月 12 日 (月) 相模原市 相模原市 相模原市立鵜野森中学校

9 月 13 日 (火) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立中根小学校

9 月 14 日 (水) 岐阜県 美濃加茂市
美濃加茂市富加町中学校組合立
双葉中学校

9 月 15 日 (木) 愛知県 豊明市 豊明市立唐竹小学校

9 月 16 日 (金) 愛知県 設楽町 設楽町立津具中学校

10 月 24 日 (月) 岐阜県 岐阜市 岐阜市立精華中学校

10 月 25 日 (火) 岐阜県 中津川市 中津川市立福岡小学校

10 月 26 日 (水) 岐阜県 多治見市 多治見市立滝呂小学校

10 月 27 日 (木) 岐阜県 各務原市 各務原市立緑陽中学校

10 月 28 日 (金) 静岡県 磐田市 磐田市立南部中学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

オーケストラ等 9 月 26 日 (月) 相模原市 相模原市 相模原市立由野台中学校 制作団体： 一般社団法人 日本テレマン協会

13公演 9 月 27 日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立汐入小学校 公演団体： テレマン室内オーケストラ

9 月 28 日 (水) 川崎市
川崎市
中原区 川崎市立今井小学校

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 第１楽章・第２楽章 他

9 月 29 日 (木) 神奈川県 伊勢原市 伊勢原市立大田小学校 ブロック： Dブロック

9 月 30 日 (金) 神奈川県 三浦市 三浦市立岬陽小学校

10 月 17 日 (月) 愛知県 南知多町 南知多町立師崎中学校

10 月 18 日 (火) 静岡県 西伊豆町 西伊豆町立田子小学校

10 月 19 日 (水) 静岡県 牧之原市
牧之原市菊川市学校組合立
牧之原中学校

10 月 20 日 (木) 愛知県 瀬戸市 瀬戸市立下品野小学校

10 月 25 日 (火) 岐阜県 岐阜市 瑞穂市立穂積小学校

10 月 26 日 (水) 岐阜県 郡上市 郡上市立牛道小学校

10 月 27 日 (木) 岐阜県 関市 関市立武儀西小学校

10 月 28 日 (金) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立鳥羽見小学校

オーケストラ等 7 月 1 日 (金) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立千種小学校 制作団体： 公益社団法人 大阪フィルハーモニー協会

15公演 7 月 2 日 (土) 岐阜県 岐阜市 岐阜市立藍川小学校 公演団体： 大阪フィルハーモニー交響楽団

7 月 4 日 (月) 岐阜県 揖斐川町 揖斐川町立北方小学校 公演演目： 〈 Enjoy！オーケストラ 〉

10 月 6 日 (木) 静岡県 沼津市 沼津市立第五中学校 ブロック： Dブロック

10 月 7 日 (金) 岐阜県 関市 関市立武儀中学校

10 月 18 日 (火) 愛知県 扶桑町 扶桑町立山名小学校

10 月 19 日 (水) 愛知県 美浜町 美浜町立奥田小学校

10 月 24 日 (月) 静岡市 静岡市 静岡市立美和小学校

10 月 25 日 (火) 静岡県 島田市 島田市立六合東小学校

10 月 26 日 (水) 浜松市 浜松市 浜松市立南の星小学校

10 月 27 日 (木) 長野県 飯田市 飯田市立川路小学校

10 月 28 日 (金) 長野県 飯田市 飯田市立浜井場小学校

10 月 31 日 (月) 神奈川県 寒川町 寒川町立寒川中学校

11 月 1 日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立北山田小学校

11 月 2 日 (水) 神奈川県 小田原市 小田原市立大窪小学校

児童劇 6 月 21 日 (火) 岐阜県 岐阜市 岐阜県立岐阜聾学校 制作団体： 公益財団法人 現代人形劇センター

17公演 6 月 22 日 (水) 岐阜県 養老町 養老町立養北小学校 公演団体： デフ・パペットシアター・ひとみ

6 月 23 日 (木) 岐阜県 郡上市 郡上市立川合小学校 公演演目： 「はこ/BOXES じいちゃんのオルゴール♪」

6 月 24 日 (金) 岐阜県 高山市国府町 高山市立国府中学校 ブロック： Dブロック

6 月 27 日 (月) 長野県 富士見町 富士見町立本郷小学校

6 月 29 日 (水) 長野県 飯田市 飯田市立和田小学校

6 月 30 日 (木) 愛知県 豊橋市 豊橋市立大﨑小学校

7 月 1 日 (金) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立吹上小学校

7 月 4 日 (月) 静岡県 吉田町 静岡県立吉田特別支援学校

7 月 5 日 (火) 静岡県 御殿場市 御殿場市立印野小学校

7 月 7 日 (木) 相模原市 相模原市 相模原市立青葉小学校

7 月 8 日 (金) 神奈川県 横須賀市 横須賀市立ろう学校

7 月 11 日 (月) 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎市立小出小学校

7 月 12 日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立川上小学校

7 月 13 日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立本牧南小学校

7 月 14 日 (木) 横浜市 横浜市 横浜市立ろう特別支援学校

7 月 15 日 (金) 横浜市 横浜市 横浜市立阿久和小学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

児童劇 11 月 14 日 (月) 神奈川県 山北町 山北町立川村小学校
制作団体： 有限会社 劇団風の子

19公演 11 月 17 日 (木) 神奈川県 三浦市 三浦市立南下浦小学校
公演団体： 劇団風の子

11 月 18 日 (金) 神奈川県 横須賀市 横須賀市立粟田小学校
公演演目： 「陽気なハンス」

11 月 21 日 (月) 長野県 松本市 松本市立今井小学校
ブロック： Dブロック

11 月 22 日 (火) 相模原市 相模原市 相模原市立桂北小学校

11 月 24 日 (木) 川崎市
川崎市
川崎区

川崎市立さくら小学校

11 月 28 日 (月) 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市立植木小学校

11 月 29 日 (火) 静岡県 藤枝市 藤枝市立青島東小学校

11 月 30 日 (水) 静岡県 伊豆の国市 静岡県立東部特別支援学校

12 月 1 日 (木) 静岡県 御殿場市 御殿場市立原里小学校

12 月 2 日 (金) 横浜市 横浜市 横浜市立岩﨑小学校

12 月 12 日 (月) 岐阜県 揖斐川町 揖斐川町立清水小学校

12 月 13 日 (火) 岐阜県 岐阜市 岐阜市立木之本小学校

12 月 14 日 (水) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立光城小学校

12 月 15 日 (木) 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立蜂屋小学校

12 月 16 日 (金) 岐阜県 中津川市 中津川市立山口小学校

12 月 17 日 (土) 岐阜県 関市 関市立安桜小学校

12 月 19 日 (月) 愛知県 岡崎市 岡崎市立常磐小学校

12 月 20 日 (火) 愛知県 豊橋市 豊橋市立汐田小学校

演劇 11 月 18 日 (金) 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎市立梅田中学校
制作団体： 有限会社 東京演劇アンサンブル

9公演 11 月 21 日 (月) 静岡県 三島市 三島市立錦田中学校
公演団体： 東京演劇アンサンブル

11 月 22 日 (火) 静岡県 長泉町 長泉町立北中学校
公演演目： 銀河鉄道の夜

11 月 24 日 (木) 岐阜県 岐阜市 岐阜市立藍川東中学校
ブロック： Dブロック

11 月 25 日 (金) 愛知県 安城市 安城市立明和小学校

11 月 28 日 (月) 愛知県 豊橋市 豊橋市立大村小学校

11 月 29 日 (火) 愛知県 知立市 知立市立知立中学校

12 月 1 日 (木) 愛知県 設楽町 設楽町立田口小学校

12 月 2 日 (金) 浜松市 浜松市 浜松市立清竜中学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

ミュージカル 9 月 26 日 (月) 長野県 飯綱町 飯綱町立牟礼西小学校
制作団体： 株式会社 劇団ポプラ

19公演 9 月 27 日 (火) 長野県 青木村 青木村立青木小学校
公演団体： 劇団ポプラ

9 月 28 日 (水) 岐阜県 郡上市 郡上市立明宝小学校
公演演目： ミュージカル「オズの魔法使い」

9 月 29 日 (木) 岐阜県 郡上市 郡上市立大和南小学校
ブロック： Dブロック

9 月 30 日 (金) 岐阜県 飛騨市 飛騨市立古川西小学校

10 月 4 日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立もえぎ野中学校

10 月 5 日 (水) 相模原市 相模原市 相模原市立夢の丘小学校

10 月 6 日 (木) 横浜市 横浜市 横浜市立池上小学校

10 月 7 日 (金) 神奈川県 厚木市 厚木市立玉川中学校

10 月 24 日 (月) 岐阜県 中津川市 中津川市立阿木小学校

10 月 25 日 (火) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立東丘小学校

10 月 26 日 (水) 愛知県 大府市 大府市立大府南中学校

10 月 27 日 (木) 愛知県 半田市 愛知県立半田特別支援学校

10 月 28 日 (金) 愛知県 清須市 清須市立春日小学校

10 月 31 日 (月) 神奈川県 藤沢市 藤沢市立高砂小学校

11 月 1 日 (火) 川崎市
川崎市
多摩区 川崎市立下布田小学校

11 月 28 日 (月) 浜松市 浜松市 浜松市立新原小学校

11 月 29 日 (火) 静岡県 伊東市 伊東市立南小学校

11 月 30 日 (水) 静岡県 河津町 河津町立河津中学校

現代舞踊 11 月 10 日 (木) 川崎市
川崎市
中原区 川崎市立西丸子小学校

制作団体： 有限会社 マジェスティック

9公演 11 月 11 日 (金) 神奈川県 大磯町 大磯町立国府小学校
公演団体： 平富恵スペイン舞踊団

11 月 14 日 (月) 岐阜県 郡上市 郡上市立西和良小学校
公演演目： スペイン舞踊「夢、フラメンコの粋と情熱」

11 月 15 日 (火) 愛知県 瀬戸市 瀬戸市立萩山小学校
ブロック： Dブロック

11 月 16 日 (水) 愛知県 豊橋市 愛知県立豊橋特別支援学校

11 月 17 日 (木) 静岡県 焼津市 焼津市立和田小学校

11 月 21 日 (月) 横浜市 横浜市 横浜市立八景小学校

11 月 22 日 (火) 相模原市 相模原市 相模原市立鳥屋小学校

11 月 24 日 (木) 長野県 小諸市 小諸市立千曲小学校

歌舞伎
・能楽

7 月 4 日 (月) 川崎市
川崎市
多摩区 川崎市立東菅小学校

制作団体： 公益財団法人 梅若研能会

14公演 7 月 5 日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立神大寺小学校
公演団体： 公益財団法人 梅若研能会

7 月 6 日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立鴨居小学校
公演演目： 【能楽鑑賞】狂言「柿山伏」能「船弁慶」他

7 月 7 日 (木) 相模原市 相模原市 相模原市立上溝南小学校
ブロック： Dブロック

7 月 8 日 (金) 長野県 茅野市 茅野市立湖東小学校

7 月 11 日 (月) 神奈川県 三浦市 三浦市立剣崎小学校

10 月 28 日 (金) 愛知県 南知多町 南知多町立内海中学校

10 月 31 日 (月) 静岡県 焼津市 焼津市立豊田小学校

11 月 1 日 (火) 静岡県 島田市 島田市立六合小学校

11 月 2 日 (水) 静岡県 掛川市 掛川市立大須賀中学校

11 月 7 日 (月) 岐阜県 海津市 海津市立西江小学校

11 月 8 日 (火) 岐阜県 関市 関市立博愛小学校

11 月 9 日 (水) 愛知県 東浦町 東浦町立石浜西小学校

11 月 10 日 (木) 長野県 筑北村 筑北村立聖南中学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

邦楽 6 月 28 日 (火) 愛知県 安城市 安城市立梨の里小学校
制作団体： 太鼓と芝居のたまっ子座

17公演 6 月 29 日 (水) 愛知県 瀬戸市 瀬戸市立深川小学校
公演団体： 太鼓と芝居のたまっ子座

6 月 30 日 (木) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立御劔小学校
公演演目： 「いちにのドン」

7 月 4 日 (月) 横浜市 横浜市 横浜市立若葉台特別支援学校
ブロック： Dブロック

11 月 29 日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立高田東小学校

11 月 30 日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立日野南小学校

12 月 2 日 (金) 相模原市 相模原市 相模原市立桜台小学校

12 月 5 日 (月) 岐阜県 郡上市 郡上市立高鷲北小学校

12 月 6 日 (火) 岐阜県 郡上市 郡上市立大和西小学校

12 月 7 日 (水) 岐阜県 岐南町 岐南町立西小学校

12 月 8 日 (木) 岐阜県 岐阜市 岐阜市立岩野田北小学校

12 月 9 日 (金) 岐阜県 各務原市 各務原市立陵南小学校

12 月 13 日 (火) 愛知県 田原市 田原市立衣笠小学校

12 月 14 日 (水) 浜松市 浜松市 浜松市立下阿多古小学校

12 月 15 日 (木) 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市立富士塚小学校

12 月 16 日 (金) 神奈川県 逗子市 逗子市立小坪小学校

12 月 20 日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立瀬谷さくら小学校

邦舞 10 月 24 日 (月) 愛知県 あま市 あま市立七宝小学校
制作団体： 公益社団法人 日本舞踊協会

13公演 10 月 25 日 (火) 愛知県 蟹江町 蟹江町立須西小学校
公演団体： 公益社団法人 日本舞踊協会

10 月 26 日 (水) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立松原小学校
公演演目： 長唄(ながうた)「連(れん)獅子(じし)」

10 月 27 日 (木) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立太子小学校
ブロック： Dブロック

10 月 28 日 (金) 浜松市 浜松市 浜松市立富塚西小学校

10 月 31 日 (月) 長野県 松本市 松本市立開智小学校

11 月 1 日 (火) 静岡県 富士宮市 富士宮市立富士宮第二中学校

11 月 7 日 (月) 静岡市 静岡市 静岡市立玉川中学校

11 月 8 日 (火) 浜松市 浜松市 浜松市立砂丘小学校

11 月 9 日 (水) 愛知県 半田市 半田市立板山小学校

11 月 10 日 (木) 浜松市 浜松市 浜松市立萩丘小学校

11 月 11 日 (金) 浜松市 浜松市 浜松市立北浜東部中学校

11 月 15 日 (火) 川崎市
川崎市
麻生区 川崎市立虹ヶ丘小学校

演芸 6 月 6 日 (月) 相模原市 相模原市 相模原市立津久井中央小学校
制作団体： 公益社団法人 落語芸術協会

8公演 6 月 8 日 (水) 静岡県 富士市 富士市立田子浦中学校
公演団体： 日本講談協会

6 月 9 日 (木) 浜松市 浜松市 浜松市立浜北北部中学校
公演演目： 「肉付きの面」

6 月 10 日 (金) 浜松市 浜松市 浜松市立南部中学校
ブロック： Dブロック

12 月 6 日 (火) 愛知県 田原市 田原市立高松小学校

12 月 7 日 (水) 愛知県 豊明市 豊明市立豊明小学校

12 月 8 日 (木) 岐阜県 揖斐川町 揖斐川町立谷汲小学校

12 月 9 日 (金) 岐阜県 可児市 可児市立広陵中学校
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

合唱 10月24日 (月) 新潟県 新発田市 新発田市立紫雲寺小学校
制作団体： 公益社団法人 関西二期会

11公演 10月25日 (火) 富山県 富山市 富山市立老田小学校
公演団体： 公益社団法人 関西二期会

10月26日 (水) 富山県 小矢部市 小矢部市立東部小学校
公演演目：

10月27日 (木) 石川県 小松市 小松市立中海小学校

10月28日 (金) 福井県 勝山市 勝山市立平泉寺小学校

11月7日 (月) 福井県 敦賀市 敦賀市立中郷小学校
ブロック： Eブロック

11月8日 (火) 福井県 小浜市 小浜市立今富小学校

11月9日 (水) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立中舞鶴小学校

11月10日 (木) 京都府 福知山市 福知山市立上六人部小学校

11月11日 (金) 京都府 南丹市 南丹市立八木西小学校

11月14日 (月) 京都市 京都市 京都市立朱雀第二小学校

オーケストラ等 6月28日 (火) 福井県 大野市 大野市上庄小学校
制作団体： 公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団

12公演 6月29日 (水) 福井県 越前市 福井県立南越特別支援学校
公演団体： 仙台フィルハーモニー管弦楽団

6月30日 (木) 京都市 京都市 京都市立下鳥羽小学校
公演演目：

9月13日 (火) 富山県 立山町 立山町立立山中央小学校
ブロック：

9月14日 (水) 富山県 氷見市 氷見市立久目小学校
ブロック： Eブロック

9月15日 (木) 石川県 珠洲市 珠洲市立緑丘中学校

9月16日 (金) 石川県 中能登町 中能登町立鹿島小学校

10月5日 (水) 京都府 与謝野町 与謝野町立岩滝小学校

10月6日 (木) 京都府 綾部市 綾部市立西八田小学校

10月7日 (金) 京都府 南丹市 南丹市立美山中学校

12月20日 (火) 新潟県 上越市 上越市立里公小学校

12月21日 (水) 新潟県 上越市 上越市立清里小学校

オーケストラ等 6月21日 (火) 富山県 魚津市 魚津市立東部中学校
制作団体： 公益社団法人 広島交響楽協会

11公演 6月22日 (水) 富山県 氷見市 氷見市立西條中学校
公演団体： 広島交響楽団

6月23日 (木) 石川県 金沢市 金沢市立富樫小学校
公演演目： 『音楽のチカラ ～ リズム、メロディー、ハーモニー』

6月24日 (金) 石川県 川北町 川北町立川北小学校
ブロック： Eブロック

6月27日 (月) 福井県 越前市 越前市岡本小学校

6月28日 (火) 福井県 福井市 福井市社中学校

10月24日 (月) 京都市 京都市 京都市立境谷小学校

10月25日 (火) 京都府 福知山市 福知山市立昭和小学校

10月26日 (水) 京都府 亀岡市 亀岡市立東別院小学校

10月27日 (木) 京都府 南丹市 南丹市立八木中学校

10月28日 (金) 京都府 長岡京市 長岡京市立長岡第八小学校

【オープニング】
●小学校・中学校共通…“後宮からの逃走”より
偉大な太守を歌で迎えよう
【日本の歌メドレー】
●小学校…童謡メドレー
●中学校…唱歌メドレー

【小学校プログラム】ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テ
ル」序曲 より スイス軍の行進、他
【中学校プログラム】スッペ：喜歌劇「軽騎兵」序曲、他
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児童劇 10月3日 (月) 京都府 京丹後市 京丹後市立新山小学校
制作団体： 企業組合 劇団仲間

18公演 10月4日 (火) 京都府 福知山市 福知山市立庵我小学校
公演団体： 劇団仲間

10月5日 (水) 京都府 南丹市 南丹市立殿田小学校
公演演目： 「星の王子さま」

10月6日 (木) 京都府 南丹市 南丹市立八木東小学校
ブロック： Eブロック

10月7日 (金) 京都市 京都市 京都市立七条第三小学校

10月11日 (火) 京都市 京都市 京都市立西京高等学校附属中学校

10月12日 (水) 福井県 高浜町 高浜町立青郷小学校

10月13日 (木) 福井県 敦賀市 敦賀市立沓見小学校

10月14日 (金) 福井県 敦賀市 敦賀市立敦賀南小学校

10月17日 (月) 福井県 大野市 大野市有終西小学校

10月18日 (火) 石川県 小松市 小松市立苗代小学校

10月19日 (水) 石川県 小松市 小松市立犬丸小学校

10月20日 (木) 石川県 津幡町 津幡町立中条小学校

10月21日 (金) 富山県 富山市 富山市立古沢小学校

10月24日 (月) 富山県 南砺市 南砺市立福光東部小学校

10月25日 (火) 富山県 富山市 富山市立山田小学校

10月26日 (水) 富山県 富山市 富山市立四方小学校

10月27日 (木) 石川県 珠洲市 珠洲市立西部小学校

児童劇 11月7日 (月) 福井県 美浜町 美浜町立美浜中央小学校
制作団体： 有限会社 劇団みんわ座

18公演 11月8日 (火) 福井県 若狭町 若狭町立気山小学校
公演団体： 影絵人形劇団みんわ座

11月9日 (水) 福井県 敦賀市 敦賀市立粟野南小学校
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』

11月10日 (木) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立与保呂小学校
ブロック： Eブロック

11月11日 (金) 京都府 宮津市 宮津市立吉津小学校

11月14日 (月) 京都府 京丹後市 京丹後市立丹波小学校

11月15日 (火) 京都市 京都市 京都市立大宅小学校

11月16日 (水) 京都市 京都市 京都市立安井小学校

11月17日 (木) 京都府 南丹市 南丹市立美山小学校

11月18日 (金) 京都市 京都市 京都市立南大内小学校

11月21日 (月) 富山県 黒部市 富山県立にいかわ総合支援学校

11月22日 (火) 富山県 富山市 富山市立新庄小学校

11月24日 (木) 富山県 富山市 富山県立しらとり支援学校

11月25日 (金) 石川県 加賀市 加賀市立片山津小学校

11月28日 (月) 新潟県 村上市 村上市立さんぽく南小学校

11月29日 (火) 新潟県 三条市 三条市立大面小学校

11月30日 (水) 新潟県 上越市 上越市立牧小学校

12月1日 (木) 新潟県 上越市 上越市立宝田小学校
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演劇 9月28日 (水) 新潟県 上越市 上越市立大和小学校
制作団体： かわせみ座

16公演 9月29日 (木) 新潟県 津南町 津南町立上郷小学校
公演団体： かわせみ座

9月30日 (金) 新潟県 三条市 三条市立保内小学校
公演演目： まほろばのこだま

10月3日 (月) 石川県 宝達志水町 宝達志水町立相見小学校
ブロック： Eブロック

10月4日 (火) 石川県 津幡町 津幡町立英田小学校

10月5日 (水) 富山県 小矢部市 小矢部市立石動小学校

10月6日 (木) 富山県 南砺市 南砺市立井口小学校

10月7日 (金) 富山県 富山市 富山市立呉羽小学校

10月19日 (水) 石川県 加賀市 加賀市立南郷小学校

10月20日 (木) 福井県 敦賀市 敦賀市立赤崎小学校

10月21日 (金) 福井県 美浜町 美浜町立美浜西小学校

10月24日 (月) 京都府 与謝野町 与謝野町立石川小学校

10月25日 (火) 京都府 京丹波町 京丹波町立蒲生野中学校

10月26日 (水) 京都府 京丹後市 京丹後市立いさなご小学校

10月27日 (木) 京都市 京都市 京都市立横大路小学校

10月28日 (金) 京都市 京都市 京都市立朱雀第三小学校

ミュージカル 6月1日 (水) 富山県 立山町 立山町立釜ヶ渕小学校
制作団体： 有限会社 劇団鳥獣戯画

19公演 6月2日 (木) 富山県 富山市 富山市立広田小学校
公演団体： 有限会社 劇団鳥獣戯画

6月3日 (金) 富山県 富山市 富山市立堀川南小学校
公演演目： 狂言ミュージカル「入間川」

6月6日 (月) 京都市 京都市 京都市立楽只小学校
ブロック： Eブロック

6月7日 (火) 京都市 京都市 京都市立大原野小学校

6月8日 (水) 京都府 綾部市 綾部市立中筋小学校

6月9日 (木) 京都府 綾部市 綾部市立東八田小学校

6月10日 (金) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立由良川小学校

6月13日 (月) 福井県 福井市 福井市文殊小学校

6月14日 (火) 福井県 敦賀市 敦賀市立松原小学校

6月15日 (水) 福井県 小浜市 小浜市立中名田小学校

6月16日 (木) 石川県 小松市 小松市立荒屋小学校

6月17日 (金) 石川県 小松市 小松市立串小学校

6月18日 (土) 福井県 あわら市 あわら市細呂木小学校

6月20日 (月) 石川県 珠洲市 石川県立七尾特別支援学校珠洲分校

6月21日 (火) 富山県 高岡市 高岡市立国吉小学校

6月22日 (水) 新潟県 柏崎市 柏崎市立枇杷島小学校

6月23日 (木) 新潟県 村上市 村上市立上海府小学校

6月24日 (金) 新潟県 南魚沼市 南魚沼市立後山小学校
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バレエ 6月7日 (火) 富山県 入善町 入善町立入善西中学校
制作団体： 公益財団法人 スターダンサーズ・バレエ団

13公演 6月8日 (水) 新潟県 上越市 上越市立和田小学校
公演団体： スターダンサーズ・バレエ団

6月10日 (金) 新潟市 新潟市 新潟市立葛塚中学校
公演演目： 『シンデレラ』

10月25日 (火) 京都市 京都市 京都市立嵐山東小学校
ブロック： Eブロック

10月26日 (水) 京都府 向日市 向日市立第２向陽小学校

10月28日 (金) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立明倫小学校

10月31日 (月) 石川県 金沢市
金沢大学人間社会学域学校
教育学類附属特別支援学校

11月2日 (水) 富山県 上市町 上市町立相ノ木小学校

11月4日 (金) 新潟市 新潟市 新潟市立中之口西小学校

11月14日 (月) 石川県 小松市 小松市立波佐谷小学校

11月15日 (火) 石川県 小松市 小松市立第一小学校

11月17日 (木) 福井県 敦賀市 敦賀市立中央小学校

11月18日 (金) 福井県 福井市 福井市美山啓明小学校

歌舞伎
・能楽

6月13日 (月) 新潟県 魚沼市 魚沼市立堀之内中学校
制作団体： 公益財団法人 大槻能楽堂

8公演 6月14日 (火) 富山県 立山町 立山町立利田小学校
公演団体： 公益財団法人 大槻能楽堂

6月15日 (水) 富山県 富山市 富山市立福沢小学校
公演演目： はじめての能楽、謡ってなぁに？（謡に挑戦・共演・

発表会）、船頭さんに大変身！！、他

9月27日 (火) 京都府 井手町 井手町立泉ヶ丘中学校
ブロック： Eブロック

11月28日 (月) 京都市 京都市 京都市立北白川小学校

11月29日 (火) 京都府 南丹市 京都府立園部高等学校附属中学校

11月30日 (水) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立三笠小学校

12月1日 (木) 石川県 小松市 小松市立向本折小学校

人形浄瑠璃 7月6日 (水) 福井県 池田町 池田町立池田中学校
制作団体： 公益財団法人 淡路人形協会

11公演 7月7日 (木) 京都市 京都市 京都市立光徳小学校
公演団体： 淡路人形座

7月8日 (金) 京都市 京都市 京都市立山階小学校
公演演目： 淡路人形芝居、他

9月27日 (火) 新潟県 加茂市 加茂市立若宮中学校
ブロック： Eブロック

9月28日 (水) 富山県 富山市 富山市立新保小学校

9月29日 (木) 富山県 小矢部市 小矢部市立大谷中学校

10月3日 (月) 福井県 南越前町 南越前町立南条中学校

10月4日 (火) 福井県 敦賀市 敦賀市立東浦小学校

10月5日 (水) 京都府 福知山市 福知山市立大江中学校

10月6日 (木) 京都府 長岡京市 長岡京市立長岡第六小学校

10月7日 (金) 京都府 京丹後市 京丹後市立弥栄中学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

邦楽 6月1日 (水) 新潟県 魚沼市 魚沼市立井口小学校
制作団体： 有限会社 志多ら

11公演 6月2日 (木) 新潟県 上越市 上越市立高田西小学校
公演団体： 志多ら

6月3日 (金) 富山県 富山市 富山市立池多小学校
公演演目： 神馬（じんめ）、他

6月6日 (月) 福井県 坂井市 坂井市立加戸小学校
ブロック： Eブロック

6月7日 (火) 福井県 敦賀市 敦賀市立粟野小学校

9月26日 (月) 京都市 京都市 京都市立翔鸞小学校

9月27日 (火) 京都市 京都市 京都市立石田小学校

9月28日 (水) 京都府 綾部市 綾部市立吉美小学校

9月29日 (木) 京都府 綾部市 綾部市立綾部小学校

10月3日 (月) 京都府 綾部市 綾部市立東綾小学校

10月4日 (火) 福井県 小浜市 小浜市立遠敷小学校

オーケストラ等 6月6日 (月) 大阪府 八尾市 八尾市立北山本小学校
制作団体： イマジネーションプラス合同会社

15公演 6月7日 (火) 大阪市 大阪市 大阪市立大東小学校
公演団体： 古野光昭フルノーツ with 寺井尚子

ジャズ・クインテット

6月8日 (水) 大阪市 大阪市 大阪市立巽小学校
公演演目： 【子どものためのジャズコンサート】他

6月9日 (木) 奈良県 宇陀市 宇陀市立大宇陀中学校
ブロック： Ｆブロック

6月10日 (金) 奈良県 橿原市 聖心学園中等教育学校

6月13日 (月) 和歌山県 上富田町 上富田町立上富田中学校

6月14日 (火) 和歌山県 有田市 有田市立文成中学校

6月15日 (水) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立楠見東小学校

6月16日 (木) 大阪府 門真市 門真市立第七中学校

6月17日 (金) 堺市 堺市 堺市立野田中学校

11月14日 (月) 滋賀県 近江八幡市 近江八幡市立馬淵小学校

11月15日 (火) 滋賀県 日野町 日野町立桜谷小学校

11月16日 (水) 三重県 桑名市 三重県立くわな特別支援学校

11月17日 (木) 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立清和小学校

11月18日 (金) 三重県 度会町 度会町立度会中学校

オーケストラ等 11月7日 (月) 和歌山県 広川町 広川町立南広小学校
制作団体： 公益財団法人 札幌交響楽団

10公演 11月8日 (火) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立岡崎小学校
公演団体： 札幌交響楽団

11月9日 (水) 大阪市 大阪市 大阪市立城東小学校
公演演目： アンダーソン／舞踏会の美女 他

11月10日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立春日出小学校
ブロック： Ｆブロック

11月11日 (金) 大阪府 枚方市 枚方市立中宮小学校

11月14日 (月) 大阪府 大東市 開明中学校

11月15日 (火) 奈良県 明日香村 明日香村立聖徳中学校

11月16日 (水) 奈良県 平群町 平群町立平群小学校

11月17日 (木) 奈良県 橿原市 橿原市立金橋小学校

11月18日 (金) 奈良県 香芝市 香芝市立志都美小学校
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

オーケストラ等 9月27日 (火) 滋賀県 彦根市 彦根市立城陽小学校
制作団体： 一般財団法人 東京シティ・フィル財団

15公演 9月28日 (水) 滋賀県 多賀町 多賀町立大滝小学校
公演団体： 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

9月29日 (木) 滋賀県 東近江市 東近江市立愛東南小学校
公演演目：

9月30日 (金) 三重県 桑名市 桑名市立多度中小学校

10月17日 (月) 大阪府 八尾市 八尾市立曙川小学校
ブロック： Ｆブロック

10月18日 (火) 大阪府 高槻市 高槻市立第七中学校

10月19日 (水) 大阪府 高槻市 高槻市立高槻小学校

10月20日 (木) 堺市 堺市 堺市立西陶器小学校

10月21日 (金) 奈良県 安堵町 安堵町立安堵小学校

10月22日 (土) 大阪市 大阪市 大阪市立梅香小学校

10月24日 (月) 三重県 名張市 名張市立百合が丘小学校

10月25日 (火) 三重県 津市 津市立榊原小学校

11月16日 (水) 和歌山県 高野町 高野町立高野山小学校

11月17日 (木) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立和歌浦小学校

11月18日 (金) 奈良県 御所市 御所市立葛小学校

児童劇 6月8日 (水) 滋賀県 東近江市 東近江市立蒲生西小学校
制作団体： 有限会社 人形劇団クラルテ

19公演 6月9日 (木) 滋賀県 湖南市 湖南市立水戸小学校
公演団体： 人形劇団クラルテ

6月10日 (金) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立甲南第二小学校
公演演目： 『あらしのよるに』

6月15日 (水) 三重県 志摩市 志摩市立越賀小学校
ブロック： Ｆブロック

6月16日 (木) 三重県 志摩市 志摩市立甲賀小学校

6月17日 (金) 奈良県 曽爾村 曽爾村立曽爾小学校

9月29日 (木) 奈良県 奈良市 奈良市立大安寺小学校

9月30日 (金) 奈良県 御所市 御所市立大正小学校

11月24日 (木) 大阪府 柏原市 柏原市立堅下北小学校

11月25日 (金) 大阪府 豊能町 豊能町立東能勢小学校

11月28日 (月) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立直川小学校

11月29日 (火) 和歌山県 海南市 海南市立日方小学校

11月30日 (水) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立本町小学校

12月1日 (木) 大阪府 寝屋川市 寝屋川市立国松緑丘小学校

12月2日 (金) 大阪市 大阪市 大阪市立森之宮小学校

12月5日 (月) 大阪市 大阪市 大阪市立鶴橋小学校

12月7日 (水) 和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町立勝浦小学校

12月8日 (木) 和歌山県 紀美野町 紀美野町立下神野小学校

12月9日 (金) 和歌山県 紀美野町 紀美野町立野上小学校

≪東京シティ・フィルと一緒にオーケストラの響きを楽しもう！≫
【小学校】ビゼー/歌劇「カルメン」より前奏曲、他
【中学校】ロッシーニ/歌劇「ウイリアム・テル」より「スイス軍の
行進」、他
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実施都道府県
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児童劇 6月29日 (水) 三重県 津市 津市立櫛形小学校
制作団体： 株式会社 劇団ひまわり

19公演 6月30日 (木) 三重県 松阪市 松阪市立小野江小学校
公演団体： 劇団ひまわり

7月1日 (金) 三重県 松阪市 松阪市立松尾小学校
公演演目： 『ホんトのきもち』

7月4日 (月) 三重県 伊賀市 伊賀市立三訪小学校
ブロック： Ｆブロック

7月5日 (火) 奈良県 天理市 天理市立櫟本小学校

7月6日 (水) 奈良県 香芝市 香芝市立三和小学校

7月7日 (木) 奈良県 御所市 御所市立名柄小学校

7月8日 (金) 和歌山県 橋本市 橋本市立清水小学校

7月11日 (月) 和歌山県 田辺市 田辺市立田辺東部小学校

7月12日 (火) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立雑賀崎小学校

10月11日 (火) 滋賀県 東近江市 東近江市立愛東北小学校

10月12日 (水) 滋賀県 湖南市 湖南市立岩根小学校

10月13日 (木) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立大原小学校

10月14日 (金) 滋賀県 大津市 大津市立仰木の里小学校

10月17日 (月) 大阪府 泉大津市 泉大津市立浜小学校

10月18日 (火) 堺市 堺市 堺市英彰小学校

10月20日 (木) 大阪府 泉南市 泉南市立鳴滝小学校

10月21日 (金) 大阪市 大阪市 大阪市立北恩加島小学校

10月24日 (月) 滋賀県 長浜市 長浜市立朝日小学校

演劇 10月31日 (月) 大阪市 大阪市 大阪市立新東三国小学校
制作団体： 特定非営利活動法人 劇団 道化

19公演 11月1日 (火) 大阪市 大阪市 大阪市立鷺洲小学校
公演団体： 特定非営利活動法人 劇団 道化

11月2日 (水) 大阪市 大阪市 大阪市立市岡中学校
公演演目： 『のらペンギンのペンじろう』

11月4日 (金) 堺市 堺市 堺市立茶山台小学校
ブロック： Ｆブロック

11月7日 (月) 和歌山県 橋本市 橋本市立応其小学校

11月8日 (火) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立中之島小学校

11月9日 (水) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立湊小学校

11月11日 (金) 和歌山県 新宮市 新宮市立緑丘中学校

11月14日 (月) 奈良県 十津川村 十津川村立西川第一小学校

11月16日 (水) 奈良県 御所市 御所市立掖上小学校

11月17日 (木) 奈良県 吉野町 吉野町立吉野北小学校

11月18日 (金) 奈良県 大和郡山市 大和郡山市立片桐中学校

11月21日 (月) 滋賀県 長浜市 長浜市立田根小学校

11月22日 (火) 滋賀県 東近江市 滋賀県立八日市養護学校

11月24日 (木) 滋賀県 草津市 滋賀県立草津養護学校

11月25日 (金) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立水口小学校

11月28日 (月) 三重県 津市 津市立神戸小学校

11月29日 (火) 三重県 津市 津市立敬和小学校

11月30日 (水) 三重県 松阪市 松阪市立中川小学校
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実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

ミュージカル 10月3日 (月) 和歌山県 有田市 有田市立宮原小学校
制作団体： 有限会社 オペラシアターこんにゃく座

18公演 10月4日 (火) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立宮前小学校
公演団体： オペラシアターこんにゃく座

10月5日 (水) 和歌山県 紀の川市 紀の川市立丸栖小学校
公演演目： オペラ『森は生きている』

10月6日 (木) 大阪府 泉大津市 泉大津市立楠小学校
ブロック： Ｆブロック

10月7日 (金) 奈良県 御所市 御所市立御所小学校

10月11日 (火) 奈良県 奈良市 奈良市立辰市小学校

10月12日 (水) 三重県 伊賀市 伊賀市立阿山小学校

10月13日 (木) 三重県 度会町 度会町立度会小学校

10月14日 (金) 三重県 桑名市 桑名市立大山田北小学校

10月17日 (月) 滋賀県 長浜市 長浜市立びわ南小学校

10月18日 (火) 滋賀県 東近江市 東近江市立湖東第一小学校

10月19日 (水) 滋賀県 長浜市 長浜市立古保利小学校

10月20日 (木) 滋賀県 米原市 米原市立山東小学校

10月24日 (月) 大阪府 吹田市 吹田市立吹田第一小学校

10月25日 (火) 大阪府 枚方市 枚方市立船橋小学校

10月26日 (水) 大阪府 枚方市 枚方市立津田南小学校

10月27日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立西三国小学校

10月28日 (金) 大阪市 大阪市 大阪市立開平小学校

バレエ 6月21日 (火) 滋賀県 東近江市 東近江市立八日市北小学校
制作団体： 一般社団法人 貞松・浜田バレエ団

7公演 6月22日 (水) 滋賀県 大津市 大津市立伊香立中学校
公演団体： 一般社団法人 貞松・浜田バレエ団

6月23日 (木) 奈良県 大和高田市 大和高田市立陵西小学校
公演演目： 《プログラム》 （小学校用）

〔１〕エグゼルシス（バレエ教室） ヘンデル曲 〔２〕バレエので
きるまで（時計の踊り） ルロイ・アンダーソン曲 等

6月28日 (火) 和歌山県 有田市 有田市立港小学校

6月29日 (水) 和歌山県 海南市 海南市立下津第一中学校

6月30日 (木) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立貴志小学校
ブロック： Ｆブロック

7月1日 (金) 大阪市 大阪市 大阪市立豊仁小学校

歌舞伎
・能楽

7月4日 (月) 滋賀県 長浜市 長浜市立伊香具小学校
制作団体： 公益社団法人 観世九皐会

13公演 7月5日 (火) 滋賀県 米原市 米原市立春照小学校
公演団体： 公益社団法人 観世九皐会

7月6日 (水) 滋賀県 米原市 米原市立大原小学校
公演演目： 能「船弁慶」、 狂言「柿山伏」

7月7日 (木) 滋賀県 守山市 守山市立守山北中学校
ブロック： Ｆブロック

9月27日 (火) 和歌山県 有田市 有田市立初島中学校

9月28日 (水) 奈良県 御所市 奈良県立青翔中学校

11月16日 (水) 三重県 桑名市 桑名市立桑部小学校

11月17日 (木) 三重県 志摩市 志摩市立浜島中学校

11月18日 (金) 和歌山県 串本町 串本町立橋杭小学校

11月28日 (月) 大阪市 大阪市 大阪市立桃陽小学校

11月29日 (火) 大阪府 羽曳野市 羽曳野市立古市小学校

11月30日 (水) 大阪市 大阪市 大阪市立生魂小学校

12月1日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立生野中学校

《プログラム》 （中学校用）
〔１〕エグゼルシス（バレエ教室） ヘンデル曲 〔２〕バレエのできるま
で（時計の踊り） ルロイ・アンダーソン曲 等
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歌舞伎
・能楽

11月7日 (月) 大阪市 大阪市 大阪市立関目東小学校
制作団体： 株式会社 萬狂言

18公演 11月8日 (火) 奈良県 大和郡山市 大和郡山市立郡山東中学校
公演団体： 萬狂言

11月9日 (水) 奈良県 黒滝村 黒滝村立黒滝小学校
公演演目： 狂言のおはなし、狂言「柿山伏」、他

11月10日 (木) 奈良県 桜井市 桜井市立安倍小学校
ブロック： Ｆブロック

11月14日 (月) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立城東中学校

11月15日 (火) 和歌山県 紀の川市 紀の川市立打田中学校

11月16日 (水) 和歌山県 海南市 海南市立巽小学校

11月17日 (木) 和歌山県 広川町 広川町立広小学校

11月18日 (金) 和歌山県 海南市 海南市立大東小学校

12月5日 (月) 大阪府 豊中市 豊中市立豊島北小学校

12月6日 (火) 堺市 堺市 堺市立新浅香山小学校

12月7日 (水) 大阪府 阪南市 阪南市立上荘小学校

12月8日 (木) 大阪府 泉佐野市 泉佐野市立佐野台小学校

12月9日 (金) 大阪府 貝塚市 貝塚市立中央小学校

12月12日 (月) 滋賀県 彦根市 彦根市立西中学校

12月13日 (火) 滋賀県 高島市 高島市立朽木東小学校

12月14日 (水) 三重県 東員町 津田学園小学校

12月15日 (木) 三重県 志摩市 志摩市立国府小学校

演芸 10月28日 (金) 大阪府 八尾市 八尾市立久宝寺中学校
制作団体： 株式会社CHURA

16公演 10月29日 (土) 大阪府 枚方市 枚方市立津田小学校
公演団体： 沖縄歌舞劇団 美

10月31日 (月) 大阪府 河内長野市 河内長野市立高向小学校
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〜

11月1日 (火) 堺市 堺市 堺市立五箇荘東小学校
ブロック： Ｆブロック

11月2日 (水) 大阪市 大阪市 大阪市立光陽特別支援学校

11月4日 (金) 大阪府 守口市 守口市立佐太小学校

11月6日 (日) 大阪市 大阪市 大阪市立北中道小学校

11月7日 (月) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立柏木小学校

11月8日 (火) 三重県 志摩市 志摩市立志島小学校

11月9日 (水) 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校

11月10日 (木) 三重県 津市 津市立朝陽中学校

11月14日 (月) 三重県 紀宝町 紀宝町立相野谷中学校

11月15日 (火) 奈良県 下北山村 下北山村立下北山中学校

11月16日 (水) 奈良県 上北山村 上北山村立上北山中学校

11月17日 (木) 奈良県 吉野町 吉野町立吉野中学校

11月18日 (金) 和歌山県 紀美野町 紀美野町立野上中学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

オーケストラ等 6月6日 (月) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立城北小学校
制作団体： 一般社団法人 大阪交響楽団

15公演 6月7日 (火) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立青谷中学校
公演団体： 大阪交響楽団

6月8日 (水) 鳥取県 境港市 境港市立外江小学校
公演演目： 【白鳥に変えられたお姫様の物語】Part1、他

6月9日 (木) 島根県 雲南市 雲南市立大東小学校
ブロック： Ｇブロック

6月10日 (金) 島根県 安来市 安来市立能義小学校

7月11日 (月) 岡山県 倉敷市 倉敷市立連島北小学校

7月12日 (火) 岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市立今城小学校

7月13日 (水) 岡山県 浅口市 浅口市立六条院小学校

7月14日 (木) 岡山市 岡山市 岡山市立可知小学校

9月26日 (月) 山口県 下関市 下関市立彦島中学校

9月27日 (火) 山口県 長門市 長門市立菱海中学校

9月28日 (水) 山口県 山口市 山口市立二島中学校

9月29日 (木) 広島市 広島市 広島市立倉掛小学校

9月30日 (金) 広島県 尾道市 尾道市立御調中学校

10月1日 (土) 広島県 広島市 広島大学附属東雲中学校

オーケストラ等 9月13日 (火) 広島市 広島市 広島市立上温品小学校
制作団体： NPO法人 中部フィルハーモニー交響楽団

12公演 9月14日 (水) 広島市 広島市 広島市立上安小学校
公演団体： 中部フィルハーモニー交響楽団

9月15日 (木) 広島県 安芸高田市 安芸高田市立甲田中学校
公演演目： 【小学校公演】 石川亮太／トドラーファンファーレ、他

【中学校公演】オッフェンバック／喜歌劇「天国と地獄」より序
曲、他

9月16日 (金) 広島県 呉市 呉市立波多見小学校
ブロック： Ｇブロック

9月26日 (月) 島根県 浜田市 浜田市立第一中学校

9月27日 (火) 島根県 江津市 江津市立高角小学校

9月28日 (水) 島根県 松江市 松江市立中央小学校

11月14日 (月) 山口県 山口市 山口市立阿東中学校

11月15日 (火) 山口県 防府市 防府市立佐波小学校

11月16日 (水) 岡山県 備前市 備前市立東鶴山小学校

11月17日 (木) 岡山県 美咲町 美咲町立柵原西小学校

11月18日 (金) 岡山県 美作市 美作市立美作第一小学校

音楽劇 10月5日 (水) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立西郷小学校
制作団体： 株式会社 オフィス・ヘンミ・クリエイティブ

13公演 10月6日 (木) 島根県 安来市 安来市立広瀬小学校
公演団体： 東京オペレッタ劇場

10月7日 (金) 島根県 雲南市 雲南市立鍋山小学校
公演演目： オペレッタ『ボッカッチョ』

10月11日 (火) 岡山県 備前市 備前市立伊里中学校
ブロック： Ｇブロック

10月12日 (水) 岡山市 岡山市 岡山市立曽根小学校

10月13日 (木) 岡山県 倉敷市 倉敷市立二万小学校

10月14日 (金) 広島県 福山市 福山市立泉小学校

10月15日 (土) 岡山県 笠岡市 笠岡市立陶山小学校

10月17日 (月) 広島市 広島市 広島市立己斐東小学校

10月18日 (火) 山口県 周南市 周南市立高水小学校

10月19日 (水) 山口県 柳井市 柳井市立小田小学校

10月20日 (木) 広島県 呉市 呉市立豊小学校

10月21日 (金) 広島県 呉市 呉市立広南小学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

児童劇 11月9日 (水) 山口県 下関市 下関市立山の田小学校
制作団体： 特定非営利活動法人 劇場創造ネットワーク

15公演 11月10日 (木) 山口県 山口市 山口県立山口総合支援学校
公演団体： 特定非営利活動法人 劇場創造ネットワーク

11月14日 (月) 山口県 防府市 防府市立向島小学校
公演演目： 『ピン・ポン』

11月15日 (火) 山口県 岩国市 岩国市立平田小学校
ブロック： Ｇブロック

11月16日 (水) 広島県 呉市 広島県立呉特別支援学校

11月17日 (木) 広島県 三原市 三原市立須波小学校

11月18日 (金) 広島県 尾道市 広島県立尾道特別支援学校

11月21日 (月) 島根県 雲南市 雲南市立木次小学校

11月22日 (火) 島根県 飯南町 飯南町立頓原小学校

11月24日 (木) 岡山県 井原市 井原市立美星小学校

11月25日 (金) 岡山県 浅口市 浅口市立金光竹小学校

11月28日 (月) 岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市立牛窓北小学校

11月29日 (火) 岡山県 玉野市 玉野市立築港小学校

11月30日 (水) 岡山市 岡山市 岡山市立箕島小学校

12月2日 (金) 広島市 広島市 広島市立鈴が峰小学校

児童劇 6月20日 (月) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立美和小学校
制作団体： 有限会社 人形劇団京芸

19公演 6月21日 (火) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立上小鴨小学校
公演団体： 人形劇団京芸

6月22日 (水) 鳥取県 米子市 米子市立崎津小学校
公演演目： 『ウォートンとカラスのコンテスト』

6月23日 (木) 岡山県 津山市 津山市立勝加茂小学校
ブロック： Ｇブロック

6月24日 (金) 岡山県 矢掛町 矢掛町立美川小学校

6月27日 (月) 広島県 尾道市 尾道市立木ノ庄東小学校

6月28日 (火) 広島県 三原市 三原市立中之町小学校

6月29日 (水) 岡山市 岡山市 岡山市立政田小学校

6月30日 (木) 岡山県 赤磐市 赤磐市立桜が丘小学校

7月1日 (金) 岡山県 備前市 備前市立吉永小学校

7月4日 (月) 広島市 広島市 広島市立広瀬小学校

7月5日 (火) 広島市 広島市 広島市立井口台小学校

10月11日 (火) 島根県 浜田市 浜田市立三隅小学校

10月12日 (水) 島根県 大田市 大田市立久屋小学校

10月13日 (木) 広島県 北広島町 北広島町立新庄小学校

10月14日 (金) 広島県 庄原市 広島県立庄原特別支援学校

10月17日 (月) 山口県 美祢市 美祢市立秋吉小学校

10月18日 (火) 山口県 岩国市 岩国市立修成小学校

10月19日 (水) 山口県 岩国市 岩国市立通津小学校
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

演劇 9月23日 (金) 島根県 邑南町 邑南町立市木小学校
制作団体： ㈱劇 団  芸 優 座

17公演 9月24日 (土) 広島県 庄原市 庄原市立高野中学校
公演団体： ㈱劇 団  芸 優 座

9月26日 (月) 島根県 松江市 松江市立美保関中学校
公演演目： 『 アンクル・トムの小屋の灯に 』

10月11日 (火) 岡山県 新見市 新見市立刑部小学校
ブロック： Ｇブロック

10月12日 (水) 岡山市 岡山市 岡山市立上南中学校

10月13日 (木) 岡山市 岡山市 岡山市立中山中学校

10月14日 (金) 岡山県 早島町 早島町立早島中学校

10月17日 (月) 山口県 下関市 下関市立豊東小学校

10月18日 (火) 山口県 下関市 下関市立勝山中学校

10月19日 (水) 山口県 防府市 防府市立佐波中学校

10月21日 (金) 広島県 江田島市 江田島市立江田島中学校

10月24日 (月) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立稲葉山小学校

11月8日 (火) 岡山県 倉敷市 倉敷市立乙島東小学校

11月10日 (木) 広島県 世羅町 世羅町立甲山小学校

11月11日 (金) 広島県 竹原市 竹原市立竹原中学校

11月14日 (月) 島根県 川本町 川本町立川本中学校

11月17日 (木) 広島県 東広島市 広島県立広島中学校

ミュージカル 6月20日 (月) 岡山県 吉備中央町 吉備中央町立上竹荘小学校
制作団体： 有限会社 劇団ドリームカンパニー

19公演 6月21日 (火) 岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市立国府小学校
公演団体： 有限会社 劇団ドリームカンパニー

6月22日 (水) 岡山県 和気町 和気町立佐伯小学校
公演演目： ミュージカル「ハロー、天使です！」

6月23日 (木) 岡山県 津山市 津山市立新野小学校
ブロック： Ｇブロック

6月24日 (金) 岡山県 津山市 津山市立広戸小学校

6月28日 (火) 鳥取県 米子市 米子市立住吉小学校

6月29日 (水) 鳥取県 米子市 米子市立和田小学校

6月30日 (木) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立久松小学校

9月30日 (金) 岡山市 岡山市 岡山市立大宮小学校

10月3日 (月) 山口県 岩国市 岩国市立錦中学校

10月4日 (火) 広島市 広島市 広島市立五日市南小学校

10月5日 (水) 広島市 広島市 広島市立阿戸中学校

10月6日 (木) 広島県 府中市 府中市立府中小学校

10月7日 (金) 広島県 江田島市 江田島市立江田島小学校

10月12日 (水) 広島県 三次市 三次市立君田中学校

10月13日 (木) 島根県 飯南町 飯南町立来島小学校

10月14日 (金) 島根県 松江市 松江市立佐太小学校

10月17日 (月) 山口県 萩市 萩市立須佐中学校

10月18日 (火) 山口県 萩市 萩市立福川小学校
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

バレエ 9月30日 (金) 広島県 庄原市 庄原市立比和小学校
制作団体： 有限会社 小林バレエ事務所

8公演 10月3日 (月) 広島県 東広島市 東広島市立河内中学校
公演団体： 小林紀子バレエ・シアター

10月5日 (水) 広島市 広島市 広島市立戸山中学校
公演演目：

10月7日 (金) 広島市 広島市 広島市立楠那小学校

10月12日 (水) 島根県 雲南市 雲南市立阿用小学校
ブロック： Ｇブロック

10月14日 (金) 島根県 松江市 松江市立本庄中学校

10月17日 (月) 岡山県 吉備中央町 吉備中央町立大和小学校

10月19日 (水) 岡山県 倉敷市 倉敷市立中洲小学校

歌舞伎
・能楽

6月6日 (月) 広島県 大竹市 大竹市立玖波中学校
制作団体： 公益財団法人 片山家能楽・京舞保存財団

16公演 6月7日 (火) 広島市 広島市 広島市立己斐小学校
公演団体： 公益財団法人 片山家能楽・京舞保存財団

6月8日 (水) 岡山県 倉敷市 倉敷市立大高小学校
公演演目： 能「大会（だいえ）」

6月9日 (木) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立上灘小学校
ブロック： Ｇブロック

6月10日 (金) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立河北小学校

6月13日 (月) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立東中学校

6月15日 (水) 島根県 隠岐の島町 隠岐の島町立五箇中学校

6月17日 (金) 島根県 出雲市 出雲市立東小学校

6月20日 (月) 鳥取県 境港市 境港市立上道小学校

6月21日 (火) 鳥取県 伯耆町 伯耆町立岸本小学校

6月22日 (水) 岡山県 吉備中央町 吉備中央町立加賀中学校

11月28日 (月) 山口県 防府市 防府市立華西中学校

11月29日 (火) 山口県 岩国市 岩国市立小瀬小学校

11月30日 (水) 広島県 熊野町 熊野町立熊野第四小学校

12月1日 (木) 広島県 坂町 坂町立坂小学校

12月2日 (金) 広島市 広島市 広島市立中島小学校

歌舞伎
・能楽

10月17日 (月) 岡山市 岡山市 岡山市立御津小学校
制作団体： 公益財団法人 鎌倉能舞台

16公演 10月18日 (火) 岡山県 津山市 津山市立北陵中学校
公演団体： 公益財団法人 鎌倉能舞台

10月19日 (水) 岡山県 新見市 新見市立高尾小学校
公演演目： 能鑑賞「安達原 黒頭」他

10月20日 (木) 岡山県 和気町 和気町立藤野小学校
ブロック： Ｇブロック

10月21日 (金) 広島県 福山市 広島大学附属福山中学校

10月31日 (月) 島根県 大田市 大田市立朝波小学校

11月1日 (火) 島根県 奥出雲町 奥出雲町立布勢小学校

11月2日 (水) 島根県 雲南市 雲南市立海潮中学校

12月5日 (月) 広島県 廿日市市 廿日市市立金剛寺小学校

12月6日 (火) 山口県 田布施町 田布施町立麻郷小学校

12月7日 (水) 山口県 光市 光市立塩田小学校

12月8日 (木) 山口県 宇部市 宇部市立上宇部小学校

12月12日 (月) 広島市 広島市 広島市立河内小学校

12月13日 (火) 広島県 安芸高田市 安芸高田市立吉田小学校

12月14日 (水) 広島県 世羅町 世羅町立世羅小学校

12月15日 (木) 広島市 広島市 広島市立己斐上小学校

◆「ソリテイル」
◆「Movement Caprice」
◆「アタック to バレエ」“バレエダンサーに挑戦”
◆「コート・ダンス・パレード」“バレエ作品を体験”



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

邦楽 6月20日 (月) 広島県 安芸太田町 安芸太田町立筒賀小学校
制作団体： 公益社団法人 日本三曲協会

18公演 6月21日 (火) 広島県 熊野町 熊野町立熊野第二小学校
公演団体： 公益社団法人 日本三曲協会

6月22日 (水) 広島市 広島市 広島市立中野小学校
公演演目： 「和楽器の魅力」

6月23日 (木) 広島市 広島市 広島市立矢野西小学校
ブロック： Ｇブロック

6月24日 (金) 広島市 広島市 広島市立瀬野小学校

7月11日 (月) 広島県 三次市 三次市立田幸小学校

7月12日 (火) 岡山県 井原市 井原市立木之子小学校

7月13日 (水) 岡山県 赤磐市 赤磐市立豊田小学校

7月14日 (木) 岡山県 玉野市 玉野市立胸上小学校

7月15日 (金) 岡山市 岡山市 岡山市立福田中学校

9月28日 (水) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立神戸小学校

9月29日 (木) 鳥取県 岩美町 岩美町立岩美西小学校

9月30日 (金) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立明倫小学校

11月28日 (月) 島根県 大田市 大田市立大田小学校

11月29日 (火) 島根県 大田市 大田市立鳥井小学校

11月30日 (水) 島根県 浜田市 浜田市立岡見小学校

12月8日 (木) 山口県 萩市 萩市立明木中学校

12月9日 (金) 山口県 下関市 下関市立安岡小学校

オーケストラ等 10月24日 (月) 兵庫県 丹波市 丹波市立吉見小学校
制作団体： 東京佼成ウインドオーケストラ

14公演 10月25日 (火) 兵庫県 丹波市 丹波市立船城小学校
公演団体： 東京佼成ウインドオーケストラ

10月26日 (水) 兵庫県 太子町 太子町立太田小学校
公演演目： ①【金管楽器の原点】第一旋法による8声部のカンツォーナ

（Ｇ．ガブリエリ）

10月27日 (木) 香川県 善通寺市 善通寺市立中央小学校
②【木管楽器の原点】セレナーデ第10番「グラン・パルティータ」
より（Ｗ．Ａ．モーツァルト）

10月28日 (金) 香川県 高松市 高松市立屋島小学校
③ファンファーレとアレグロ（Ｃ．ウィリアムズ）

11月7日 (月) 徳島県 鳴門市 鳴門市瀬戸小学校
④＜楽器紹介＞他

11月8日 (火) 徳島県 徳島市 徳島市渋野小学校
ブロック： Ｈブロック

11月9日 (水) 徳島県 美馬市 美馬市立江原中学校

11月10日 (木) 徳島県 徳島市 徳島市城西中学校

12月5日 (月) 愛媛県 宇和島市 宇和島市立明倫小学校

12月6日 (火) 愛媛県 宇和島市 宇和島市立天神小学校

12月7日 (水) 高知県 宿毛市 宿毛市立宿毛小学校

12月8日 (木) 高知県 土佐市 土佐市立高岡第一小学校

12月9日 (金) 高知県 香美市 香美市立大宮小学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

オーケストラ等 9月27日 (火) 香川県 高松市 高松市立前田小学校
制作団体： 公益財団法人日本センチュリー交響楽団

15公演 9月28日 (水) 徳島県 鳴門市 鳴門市第一小学校
公演団体： 日本センチュリー交響楽団

9月29日 (木) 徳島県 神山町 神山町神山中学校
公演演目： ビゼー：歌劇「カルメン」より第1幕への前奏曲 他

9月30日 (金) 徳島県 上板町 上板町立高志小学校
ブロック： Ｈブロック

10月3日 (月) 高知県 高知市 高知市立潮江中学校

10月4日 (火) 高知県 高知市 高知市立春野東小学校

10月5日 (水) 高知県 三原村 三原村立三原中学校

10月6日 (木) 香川県 丸亀市 丸亀市立城北小学校

11月7日 (月) 兵庫県 宝塚市 宝塚市立光明小学校

11月8日 (火) 兵庫県 丹波市 丹波市立新井小学校

11月9日 (水) 兵庫県 豊岡市 豊岡市立日高小学校

11月15日 (火) 愛媛県 松山市 松山市立新玉小学校

11月16日 (水) 愛媛県 松山市 松山市立番町小学校

11月17日 (木) 愛媛県 新居浜市 新居浜市立垣生小学校

11月18日 (金) 香川県 善通寺市 善通寺市立東部小学校

音楽劇 7月11日 (月) 愛媛県 宇和島市 宇和島市立番城小学校
制作団体： NPO法人 ミラマーレ・オペラ

10公演 7月12日 (火) 高知県 本山町 本山町立嶺北中学校
公演団体： ミラマーレ・オペラ

7月13日 (水) 高知県 高知市 高知市立潮江南小学校
公演演目： オペラ「てかがみ」

9月5日 (月) 香川県 三豊市 三豊市立吉津小学校
ブロック： Ｈブロック

9月6日 (火) 香川県 丸亀市 丸亀市立富熊小学校

9月7日 (水) 香川県 東かがわ市 東かがわ市立引田中学校

9月8日 (木) 徳島県 石井町 石井町高浦中学校

9月27日 (火) 兵庫県 加東市 加東市立滝野中学校

9月28日 (水) 兵庫県 篠山市 篠山市立篠山東中学校

9月29日 (木) 兵庫県 芦屋市 芦屋市立山手中学校

児童劇 6月7日 (火) 兵庫県 姫路市 姫路市立太市小学校
制作団体： 有限会社 劇団プーク

18公演 6月8日 (水) 兵庫県 多可町 多可町立杉原谷小学校
公演団体： 人形劇団プーク

6月9日 (木) 兵庫県 多可町 多可町立中町北小学校
公演演目： 『ピンクのドラゴン』

6月10日 (金) 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市立湊小学校
ブロック： Ｈブロック

6月13日 (月) 徳島県 石井町 石井町高川原小学校

6月14日 (火) 徳島県 石井町 石井町浦庄小学校

6月15日 (水) 徳島県 吉野川市 吉野川市立知恵島小学校

6月16日 (木) 徳島県 美馬市 美馬市立江原南小学校

6月17日 (金) 香川県 三豊市 三豊市立本山小学校

10月24日 (月) 愛媛県 愛南町 愛南町立城辺小学校

10月25日 (火) 高知県 高知市 高知市立久重小学校

10月26日 (水) 高知県 土佐市 土佐市立北原小学校

10月27日 (木) 高知県 須崎市 須崎市立浦ノ内小学校

10月28日 (金) 高知県 本山町 本山町立本山小学校

10月31日 (月) 愛媛県 八幡浜市 八幡浜市立千丈小学校

11月1日 (火) 愛媛県 伊予市 伊予市立南山崎小学校

11月2日 (水) 香川県 善通寺市 善通寺市立筆岡小学校

11月4日 (金) 香川県 高松市 高松市立牟礼南小学校
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

演劇 10月5日 (水) 兵庫県 西脇市 西脇市立芳田小学校
制作団体： 株式会社 劇団俳小

15公演 10月6日 (木) 神戸市
神戸市
灘区

神戸市立原田中学校
公演団体： 劇団俳小

10月7日 (金) 徳島県 徳島市 徳島市内町小学校
公演演目： 「トキワ荘の夏」

10月11日 (火) 香川県 小豆島町 小豆島町立小豆島中学校
ブロック： Ｈブロック

10月12日 (水) 香川県 小豆島町 小豆島町立星城小学校

10月13日 (木) 香川県 善通寺市 善通寺市立南部小学校

10月14日 (金) 愛媛県 松山市 松山市立垣生小学校

10月17日 (月) 愛媛県 八幡浜市 八幡浜市立江戸岡小学校

10月18日 (火) 愛媛県 西条市 西条市立吉井小学校

10月19日 (水) 愛媛県 西条市 西条市立多賀小学校

10月20日 (木) 徳島県 三好市 三好市立檪生小学校

10月21日 (金) 徳島県 つるぎ町 つるぎ町立貞光中学校

10月24日 (月) 徳島県 阿南市 阿南市立大野小学校

10月25日 (火) 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市立西淡中学校

10月26日 (水) 兵庫県 西宮市 西宮市立苦楽園小学校

演劇 11月25日 (金) 兵庫県 高砂市 高砂市立宝殿中学校
制作団体： 有限会社 劇団銅鑼

13公演 11月28日 (月) 兵庫県 姫路市 姫路市立高岡小学校
公演団体： 有限会社 劇団銅鑼

11月29日 (火) 兵庫県 市川町 市川町立甘地小学校
公演演目： 「ハンナのかばん」

11月30日 (水) 徳島県 鳴門市 鳴門市鳴門西小学校
ブロック： Ｈブロック

12月1日 (木) 徳島県 徳島市 徳島市入田小学校

12月2日 (金) 徳島県 徳島市 徳島市上八万小学校

12月5日 (月) 愛媛県 松山市 松山市立姫山小学校

12月6日 (火) 愛媛県 伊予市 伊予市立下灘小学校

12月7日 (水) 愛媛県 今治市 今治市立波止浜小学校

12月8日 (木) 香川県 多度津町 多度津町立四箇小学校

12月9日 (金) 香川県 多度津町 多度津町立多度津小学校

12月12日 (月) 高知県 須崎市 須崎市立新荘小学校

12月13日 (火) 高知県 宿毛市 宿毛市立山奈小学校

バレエ 10月25日 (火) 愛媛県 愛南町 愛南町立平城小学校
制作団体： 一般社団法人 法村友井バレエ団

11公演 10月26日 (水) 高知県 四万十市 四万十市立具同小学校
公演団体： 法村友井バレエ団

10月27日 (木) 高知県 香美市 香美市立楠目小学校
公演演目： 「バレエを学ぶ」バレエの鑑賞について、レッスン、

マイムの解説など、他

10月28日 (金) 高知県 香美市 香美市立大栃中学校
ブロック： Ｈブロック

10月31日 (月) 愛媛県 松前町 松前町立岡田小学校

11月1日 (火) 愛媛県 伊予市 伊予市立郡中小学校

11月7日 (月) 兵庫県 西脇市 西脇市立比延小学校

11月8日 (火) 香川県 三豊市 三豊市立比地大小学校

11月9日 (水) 香川県 土庄町 土庄町立土庄小学校

11月10日 (木) 香川県 小豆島町 小豆島町立苗羽小学校

11月11日 (金) 兵庫県 姫路市 姫路市立古知小学校
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歌舞伎
・能楽

6月28日 (火) 高知県 宿毛市 宿毛市立平田小学校
制作団体： 一般社団法人京都能楽囃子方同明会

8公演 6月29日 (水) 高知県 土佐市 土佐市立宇佐小学校
公演団体： 一般社団法人京都能楽囃子方同明会

6月30日 (木) 高知県 安芸市 安芸市立土居小学校
公演演目： 能楽「絵馬」

7月4日 (月) 香川県 高松市 高松市立亀阜小学校
ブロック： Ｈブロック

7月5日 (火) 香川県 坂出市 坂出市立瀬居中学校

7月6日 (水) 愛媛県 新居浜市 新居浜市立大生院中学校

7月7日 (木) 愛媛県 西条市 西条市立徳田小学校

7月8日 (金) 愛媛県 松山市 松山市立雄郡小学校

歌舞伎
・能楽

7月5日 (火) 香川県 高松市 高松市立浅野小学校
制作団体： 株式会社 万作の会

12公演 7月6日 (水) 香川県 小豆島町 小豆島町立安田小学校
公演団体： 万作の会

7月7日 (木) 高知県 佐川町 佐川町立佐川小学校
公演演目：

7月8日 (金) 高知県 安芸市 高知県立安芸中学校

9月12日 (月) 徳島県 北島町 北島町立北島北小学校
ブロック： Ｈブロック

9月13日 (火) 徳島県 阿波市 阿波市立伊沢小学校

9月14日 (水) 徳島県 三好市 三好市立井川中学校

9月15日 (木) 徳島県 徳島市 徳島県立城ノ内中学校

9月26日 (月) 愛媛県 西条市 西条市立飯岡小学校

9月27日 (火) 愛媛県 今治市 今治市立伯方中学校

9月28日 (水) 愛媛県 愛南町 愛南町立城辺中学校

9月29日 (木) 愛媛県 愛南町 愛南町立東海小学校

演芸 6月1日 (水) 高知県 高知市 高知市立小高坂小学校
制作団体： カンジヤマ・マイム

19公演 6月2日 (木) 高知県 香美市 香美市立片地小学校
公演団体： カンジヤマ・マイム

6月3日 (金) 高知県 香美市 香美市立鏡野中学校
公演演目： 「おしゃべりなパントマイム」

6月29日 (水) 愛媛県 砥部町 砥部町立麻生小学校
ブロック： Ｈブロック

6月30日 (木) 愛媛県 大洲市 大洲市立久米小学校

7月1日 (金) 愛媛県 大洲市 大洲市立平小学校

7月4日 (月) 愛媛県 今治市 今治市立桜井小学校

7月5日 (火) 香川県 坂出市 坂出市立岩黒小中学校

7月6日 (水) 兵庫県 姫路市 姫路市立林田小学校

7月7日 (木) 兵庫県 姫路市苫編 兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校

9月14日 (水) 兵庫県 市川町 市川町立鶴居小学校

9月15日 (木) 兵庫県 西脇市 西脇市立日野小学校

9月16日 (金) 神戸市
神戸市
西区 神戸市立押部谷小学校

9月20日 (火) 兵庫県 西宮市 西宮市立津門小学校

9月21日 (水) 徳島県 徳島市 徳島市北井上小学校

12月19日 (月) 香川県 まんのう町 まんのう町立満濃中学校

12月20日 (火) 香川県 善通寺市 香川県立善通寺養護学校

12月21日 (水) 徳島県 東みよし町 東みよし町立足代小学校

12月22日 (木) 徳島県 美馬市 美馬市立岩倉小学校

【解説】 「狂言を楽しもう」
【鑑賞】 狂言「盆山」・狂言「附子」
【共演体験】 狂言「蝸牛」より…囃子言葉の
掛け合いの場面



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

演芸 6月21日 (火) 兵庫県 姫路市 姫路市立水上小学校
制作団体： 公益社団法人 落語芸術協会

18公演 6月22日 (水) 兵庫県 加東市 加東市立鴨川小学校
公演団体： 公益社団法人 落語芸術協会

6月23日 (木) 兵庫県 加東市 加東市立三草小学校
公演演目： 「牛ほめ」、 「初天神」 等

6月24日 (金) 兵庫県 西脇市 西脇市立楠丘小学校
ブロック： Ｈブロック

6月27日 (月) 香川県 高松市 高松市立太田小学校

6月28日 (火) 香川県 三木町 三木町立田中小学校

6月29日 (水) 徳島県 上板町 上板町立上板中学校

6月30日 (木) 徳島県 佐那河内村 佐那河内村立佐那河内小学校

7月1日 (金) 徳島県 徳島市 徳島市不動小学校

10月3日 (月) 香川県 坂出市 坂出市立加茂小学校

10月4日 (火) 香川県 観音寺市 観音寺市立一ノ谷小学校

10月5日 (水) 愛媛県 西条市 西条市立中川小学校

10月6日 (木) 愛媛県 西条市 西条市立吉岡小学校

10月7日 (金) 愛媛県 西条市 西条市立庄内小学校

10月11日 (火) 高知県 四万十市 四万十市立中村小学校

10月12日 (水) 高知県 いの町 いの町立伊野南小学校

10月13日 (木) 高知県 安芸市 安芸市立赤野小学校

10月14日 (金) 徳島県 美馬市 美馬市立穴吹小学校

オーケストラ等 6月13日 (月) 熊本県 宇城市 宇城市立小川小学校
制作団体： 公益財団法人 東京交響楽団

10公演 6月14日 (火) 熊本県 八代市 八代市立泉中学校
公演団体： 東京交響楽団

6月15日 (水) 熊本市 熊本市 熊本市立河内中学校
公演演目： ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」序曲より“

スイス軍の行進”、他

6月16日 (木) 佐賀県 伊万里市 伊万里市立啓成中学校
ブロック： Ｉブロック

6月17日 (金) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立嬉野中学校

6月20日 (月) 福岡市 福岡市 福岡市立百道中学校

11月14日 (月) 福岡県 宇美町 宇美町立宇美小学校

11月15日 (火) 長崎県 長崎市 長崎市立三川中学校

11月16日 (水) 長崎県 長与町 長与町立長与北小学校

11月17日 (木) 福岡県 福岡市中央区 福岡教育大学附属福岡小学校

オーケストラ等 6月27日 (月) 北九州市
北九州市
門司区 北九州市立大里柳小学校

制作団体： 公益社団法人 山形交響楽協会

14公演 6月28日 (火) 福岡県 太宰府市 太宰府市立太宰府中学校
公演団体： 山形交響楽団

6月29日 (水) 佐賀県 大町町 大町町立大町小学校
公演演目： 【コンサートタイトル：The Adventures of Orchestra

オーケストラ冒険記】

6月30日 (木) 長崎県 諫早市 諫早市立小栗小学校
ブロック： Ｉブロック

7月1日 (金) 佐賀県 白石町 白石町立有明西小学校

7月4日 (月) 長崎県 対馬市 対馬市立大船越中学校

7月5日 (火) 長崎県 佐世保市 佐世保市立中里小学校

7月6日 (水) 熊本県 八代市 八代市立麦島小学校

7月7日 (木) 熊本県 八代市 八代市立鏡小学校

7月8日 (金) 福岡県 久留米市 久留米市立長門石小学校

10月25日 (火) 熊本市 熊本市 熊本市立力合小学校

10月26日 (水) 熊本県 八代市 八代市立千丁小学校

10月27日 (木) 熊本県 湯前町 湯前町立湯前中学校

10月28日 (金) 熊本県 宇城市 宇城市立松合小学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

音楽劇 9月5日 (月) 長崎県 長崎市 長崎市立野母崎中学校・野母崎小学校
制作団体： 一般財団法人オペラアーツ振興財団

13公演 9月6日 (火) 長崎県 西海市 西海市立西彼中学校
公演団体： 有限会社アーツ・カンパニー

9月8日 (木) 長崎県 壱岐市 壱岐市立柳田小学校
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）

9月26日 (月) 北九州市
北九州市
八幡西区

北九州市立竹末小学校
ブロック： Ｉブロック

9月27日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立板付小学校

9月28日 (水) 福岡県 飯塚市 飯塚市立飯塚第二中学校

9月29日 (木) 佐賀県 小城市 小城市立芦刈中学校

9月30日 (金) 福岡県 嘉麻市 嘉麻市立嘉穂中学校

10月3日 (月) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立大草野小学校

10月4日 (火) 熊本市 熊本市 熊本市立藤園中学校

10月5日 (水) 熊本県 上天草市 上天草市立今津小学校

10月6日 (木) 熊本県 上天草市 上天草市立龍ヶ岳小学校

10月7日 (金) 熊本県 津奈木町 津奈木町立津奈木中学校

児童劇 11月7日 (月) 福岡市 福岡市 福岡市立入部小学校
制作団体： 有限会社 劇団風の子北海道

18公演 11月8日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立脇山小学校
公演団体： 有限会社 劇団風の子北海道

11月9日 (水) 佐賀県 唐津市 唐津市立久里小学校
公演演目： 「 マーレンと雨姫 」

11月10日 (木) 佐賀県 有田町 有田町立有田中部小学校
ブロック： Ｉブロック

11月11日 (金) 長崎県 西海市 西海市立大瀬戸小学校

11月14日 (月) 福岡県 筑前町 筑前町立中牟田小学校

11月15日 (火) 長崎県 川棚町 川棚町立石木小学校

11月16日 (水) 長崎県 雲仙市 雲仙市立千々石第一小学校

11月17日 (木) 長崎県 南島原市 南島原市立布津小学校

11月18日 (金) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立嬉野小学校

11月21日 (月) 長崎県 対馬市 対馬市立厳原小学校

11月24日 (木) 熊本市 熊本市 熊本市立一新小学校

11月25日 (金) 熊本県 人吉市 人吉市立東間小学校

11月28日 (月) 熊本県 天草市 熊本県立天草支援学校

11月29日 (火) 熊本県 上天草市 上天草市立阿村小学校

11月30日 (水) 福岡県 みやま市 みやま市立桜舞館小学校

12月1日 (木) 福岡県 香春町 香春町立中津原小学校

12月2日 (金) 北九州市
北九州市
八幡東区

北九州市立大蔵小学校



平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（巡回公演事業）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

演劇 6月27日 (月) 長崎県 東彼杵町 東彼杵町立彼杵小学校
制作団体： 劇団前進座株式会社

17公演 6月28日 (火) 長崎県 川棚町 川棚町立川棚小学校
公演団体： 劇団前進座株式会社

6月29日 (水) 佐賀県 伊万里市 伊万里市立東陵中学校
公演演目： (一) お芝居の前に『江戸のくらしってどんな

ななの？』、他

6月30日 (木) 福岡県 大任町 大任町立大任中学校
ブロック： Ｉブロック

7月1日 (金) 福岡県 八女市 八女市立筑南小学校

7月2日 (土) 佐賀県 佐賀市 佐賀市立金立小学校

7月4日 (月) 熊本県 山鹿市 山鹿市立山鹿小学校

7月5日 (火) 熊本県 菊池市 菊池市立旭志小学校

7月6日 (水) 熊本県 菊池市 菊池市立泗水小学校

7月7日 (木) 熊本県 阿蘇市 阿蘇市立一の宮小学校

7月8日 (金) 熊本市 熊本市 熊本市立託麻北小学校

7月11日 (月) 熊本県 天草市 天草市立亀川小学校

7月13日 (水) 長崎県 南島原市 南島原市立布津中学校

11月7日 (月) 北九州市
北九州市
小倉南区

北九州市立新道寺小学校

11月8日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立壱岐丘中学校

11月9日 (水) 福岡県 鞍手町 鞍手町立鞍手中学校

11月10日 (木) 福岡市 福岡市 福岡市立早良小学校

ミュージカル 11月25日 (金) 福岡県 水巻町 水巻町立猪熊小学校
制作団体： 株式会社 東京演劇集団 風

16公演 11月28日 (月) 北九州市
北九州市
八幡西区 北九州市立永犬丸小学校

公演団体： 東京演劇集団 風

11月29日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立早良中学校
公演演目： 星の王子さま

11月30日 (水) 福岡市 福岡市 福岡市立青葉小学校
ブロック： Ｉブロック

12月1日 (木) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立塩田小学校

12月2日 (金) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立大野原小中学校

12月5日 (月) 佐賀県 唐津市 唐津市立箞木小学校

12月6日 (火) 長崎県 平戸市 平戸市立田平東小学校

12月7日 (水) 長崎県 佐世保市 佐世保市立広田中学校

12月9日 (金) 長崎県 新上五島町 新上五島町立有川小学校

12月12日 (月) 熊本市 熊本市 熊本市立豊田小学校

12月13日 (火) 熊本市 熊本市 熊本市立杉上小学校

12月14日 (水) 熊本県 荒尾市 荒尾市立海陽中学校

12月15日 (木) 熊本県 八代市 八代市立宮地小学校

12月16日 (金) 熊本県 山都町 山都町立御岳小学校

12月17日 (土) 福岡県 北九州市小倉南区
きのくに子どもの村学園
北九州子どもの村小学校
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

歌舞伎
・能楽

6月29日 (水) 熊本県 上天草市 上天草市立姫戸小学校
制作団体： 合同会社 大蔵流狂言山本事務所

13公演 6月30日 (木) 長崎県 島原市 長崎県立島原特別支援学校
公演団体： 大蔵流狂言 山本会

7月1日 (金) 熊本県 小国町 小国町立小国小学校
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」

9月5日 (月) 熊本市 熊本市 熊本市立東町中学校
ブロック： Ｉブロック

9月6日 (火) 北九州市
北九州市
戸畑区

北九州市立鞘ヶ谷小学校

9月7日 (水) 福岡県 飯塚市 飯塚市立八木山小学校

9月8日 (木) 福岡県 朝倉市 朝倉市立金川小学校

9月9日 (金) 福岡市 福岡市 福岡市立友泉中学校

11月28日 (月) 佐賀県 多久市 多久市立東部中学校

11月29日 (火) 佐賀県 武雄市 武雄市立御船が丘小学校

11月30日 (水) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立塩田中学校

12月1日 (木) 長崎県 佐世保市 佐世保市立日野中学校

12月2日 (金) 長崎県 大村市 大村市立萱瀬小学校

歌舞伎
・能楽

9月26日 (月) 長崎県 西海市 西海市立西彼北小学校
制作団体： 一般社団法人京都能楽囃子方同明会

11公演 9月27日 (火) 長崎県 大村市 長崎県立虹の原特別支援学校
公演団体： 一般社団法人京都能楽囃子方同明会

9月28日 (水) 佐賀県 鹿島市 鹿島市立古枝小学校
公演演目： 「囃子堂」～この国のクラシックを聴く～他

12月5日 (月) 北九州市
北九州市
八幡東区

北九州市立中央中学校
ブロック： Ｉブロック

12月6日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立横手小学校

12月7日 (水) 熊本市 熊本市 熊本市立隈庄小学校

12月8日 (木) 佐賀県 鹿島市 鹿島市立能古見小学校

12月12日 (月) 福岡県 太宰府市 太宰府市立太宰府東中学校

12月13日 (火) 熊本県 山江村 山江村立万江小学校

12月14日 (水) 熊本県 八代市 八代市立植柳小学校

12月15日 (木) 熊本県 水俣市 水俣市立緑東中学校

邦楽 10月12日 (水) 長崎県 南島原市 南島原市立北有馬中学校
制作団体： 公益財団法人日本青少年文化センター

15公演 10月13日 (木) 長崎県 佐世保市 佐世保市立山澄中学校
公演団体： オーケストラアジア ジャパン

10月14日 (金) 佐賀県 佐賀市 佐賀市立北川副小学校
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＞

10月17日 (月) 長崎県 壱岐市 壱岐市立渡良小学校
ブロック： Ｉブロック

10月18日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立福重小学校

10月19日 (水) 福岡県 久留米市 久留米市立西国分小学校

10月20日 (木) 福岡県 八女市 八女市立星野中学校

10月21日 (金) 福岡県 柳川市 柳川市立三橋中学校

10月24日 (月) 熊本市 熊本市 熊本市立川上小学校

10月25日 (火) 熊本県 南小国町 南小国町立市原小学校

10月26日 (水) 熊本県 八代市 八代市立高田小学校

10月27日 (木) 熊本県 八代市 八代市立鏡西部小学校

10月28日 (金) 熊本県 玉名市 熊本県立玉名高校附属中学校

10月31日 (月) 福岡県 築上町 築上町立八津田小学校

11月1日 (火) 福岡県 遠賀町 遠賀町立遠賀南中学校
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種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施予定校本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目

邦楽 6月27日 (月) 長崎県 対馬市 対馬市立今里小学校
制作団体： 特定非営利活動法人 日本音楽集団

11公演 6月29日 (水) 長崎県 壱岐市 壱岐市立石田小学校
公演団体： 特定非営利活動法人 日本音楽集団

6月30日 (木) 福岡県 福岡市早良区 福岡県立福岡聴覚特別支援学校
公演演目： 「宮崎駿アニメ・メドレー」「日本の楽器たち」

「子供のための組曲」「ごんぎつね」他

7月4日 (月) 長崎県 時津町 長崎県立盲学校
ブロック： Ｉブロック

7月5日 (火) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立久間小学校

7月6日 (水) 福岡県 直方市 直方市立直方東小学校

7月7日 (木) 福岡県 みやこ町 みやこ町立諌山小学校

10月24日 (月) 熊本県 芦北町 芦北町立吉尾小学校

10月25日 (火) 熊本県 八代市 八代市立東陽小学校

10月26日 (水) 熊本県 上天草市 上天草市立登立小学校

10月27日 (木) 熊本市 熊本市 熊本市立銭塘小学校

演芸 6月16日 (木) 北九州市
北九州市
門司区 北九州市立港が丘小学校

制作団体： わんぱく企画有限会社

17公演 6月17日 (金) 北九州市
北九州市
小倉南区 北九州市立長尾小学校

公演団体： わんぱく寄席（小学校の場合）
・学校寄席（中学校の場合）

6月18日 (土) 福岡県 宮若市 宮若市立宮田東小学校
公演演目： 第一部：落語（寄席）ってなんだろう？、他

6月20日 (月) 佐賀県 佐賀市 佐賀市立兵庫小学校
ブロック： Ｉブロック

6月21日 (火) 福岡県 大川市 大川市立道海島小学校

6月22日 (水) 福岡県 八女市 八女市立上陽北汭学園小学校

6月23日 (木) 福岡市 福岡市 福岡市立高木小学校

6月24日 (金) 福岡市 福岡市 福岡市立玄界中学校

9月5日 (月) 佐賀県 伊万里市 伊万里市立松浦小学校

9月6日 (火) 佐賀県 唐津市 唐津市立切木小学校

9月7日 (水) 長崎県 佐世保市 佐世保市立吉井北小学校

9月8日 (木) 長崎県 平戸市 平戸市立根獅子小学校

9月9日 (金) 長崎県 佐世保市 佐世保市立大塔小学校

9月12日 (月) 熊本県 玉名市 玉名市立玉名町小学校

9月13日 (火) 熊本市 熊本市 熊本市立東野中学校

9月14日 (水) 熊本県 球磨村 球磨村立球磨中学校

9月15日 (木) 熊本県 人吉市 人吉市立大畑小学校

合唱 10月3日 (月) 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市立生冠中学校
制作団体： 株式会社 東京合唱協会

10公演 10月4日 (火) 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市立串木野小学校
公演団体： 東京合唱協会

10月5日 (水) 鹿児島県 枕崎市 枕崎市立枕崎中学校
公演演目： 楽しい合唱、他

10月6日 (木) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立谷山小学校
ブロック： Ｊブロック

10月7日 (金) 宮崎県 都城市 都城市立山田小学校

10月12日 (水) 大分県 杵築市 杵築市立北杵築小学校

10月13日 (木) 大分県 佐伯市 佐伯市立渡町台小学校

10月14日 (金) 宮崎県 小林市 小林市立細野小学校

10月17日 (月) 沖縄県 うるま市 うるま市立与勝第二中学校

10月18日 (火) 沖縄県 西原町 西原町立西原南小学校
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種目
実施都道府県
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オーケストラ等 9月26日 (月) 大分県 日田市 日田市立南部中学校
制作団体： 公益財団法人 群馬交響楽団

9公演 9月27日 (火) 大分県 大分市 大分市立こうざき小学校
公演団体： 公益財団法人 群馬交響楽団

9月28日 (水) 宮崎県 延岡市 延岡市立一ヶ岡小学校
公演演目： オッフェンバック／歌劇「天国と地獄」序曲より、他

9月29日 (木) 宮崎県 延岡市 延岡市立伊形小学校
ブロック： Ｊブロック

9月30日 (金) 宮崎県 五ヶ瀬町 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校

10月3日 (月) 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市立串木野西中学校

10月4日 (火) 鹿児島県 鹿屋市 鹿児島県立鹿屋養護学校

11月16日 (水) 沖縄県 南城市 南城市立馬天小学校

11月17日 (木) 沖縄県 南城市 南城市立百名小学校

オーケストラ等 6月21日 (火) 大分県 佐伯市 佐伯市立本匠中学校
制作団体： 特定非営利活動法人

関西フィルハーモニー管弦楽団

12公演 6月22日 (水) 大分県 佐伯市 佐伯市立八幡小学校
公演団体： 関西フィルハーモニー管弦楽団

6月23日 (木) 大分県 佐伯市 佐伯市立米水津小学校
公演演目： Enjoy Discovering the Orchestra！

「楽しみながらオーケストラの魅力を発見しよう！」

6月24日 (金) 宮崎県 延岡市 延岡市立黒岩小学校
ブロック： Ｊブロック

6月27日 (月) 宮崎県 西都市 西都市立都於郡小学校

6月28日 (火) 宮崎県 宮崎市 宮崎県立みやざき中央支援学校

10月19日 (水) 沖縄県 西原町 西原町立坂田小学校

10月20日 (木) 沖縄県 本部町 本部町立伊豆味小中学校

10月21日 (金) 沖縄県 西原町 西原町立西原小学校

10月24日 (月) 鹿児島県 天城町 天城町立天城小学校

10月26日 (水) 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立入来小学校

10月27日 (木) 鹿児島県 曽於市 曽於市立檍小学校

児童劇 6月27日 (月) 鹿児島県 長島町 長島町立川床小学校
制作団体： 株式会社 ガイ氏ファンタジ－プロダクション

16公演 6月29日 (水) 鹿児島県 西之表市 西之表市立国上小学校
公演団体： ガイ氏即興人形劇場

6月30日 (木) 鹿児島県 南種子町 南種子町立西野小学校
公演演目： ［ごんぎつね］［人形ファンタジー］

7月1日 (金) 鹿児島県 南種子町 南種子町立平山小学校
ブロック： Ｊブロック

9月27日 (火) 宮崎県 延岡市 延岡市立熊野江小学校

9月28日 (水) 宮崎県 延岡市 延岡市立黒岩中学校

9月29日 (木) 宮崎県 都農町 都農町立都農東小学校

9月30日 (金) 宮崎県 宮崎市 宮崎市立穆佐小学校

11月7日 (月) 大分県 別府市 別府市立緑丘小学校

11月8日 (火) 大分県 日田市 日田市立石井小学校

11月9日 (水) 大分県 日田市 日田市立東渓小学校

11月10日 (木) 大分県 由布市 大分県立由布支援学校

11月11日 (金) 大分県 宇佐市 宇佐市立深見小学校

11月12日 (土) 大分県 大分市 大分市立横瀬西小学校

12月5日 (月) 沖縄県 竹富町 竹富町立波照間小中学校

12月9日 (金) 沖縄県 宜野座村 宜野座村立漢那小学校
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演劇 9月26日 (月) 鹿児島県 長島町 長島町立鷹巣中学校
制作団体： 有限会社 PAC汎マイム工房

17公演 9月27日 (火) 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市立市来中学校
公演団体： 劇団 汎マイム工房

9月28日 (水) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立吉田北中学校
公演演目： 道化師芝居「little parade」

9月29日 (木) 鹿児島県 南さつま市 南さつま市立万世中学校
ブロック： Jブロック

9月30日 (金) 宮崎県 小林市 小林市立須木中学校

10月3日 (月) 鹿児島県 霧島市 霧島市立日当山中学校

10月4日 (火) 鹿児島県 霧島市 霧島市立霧島中学校

10月18日 (火) 鹿児島県 霧島市 霧島市立牧園中学校

10月20日 (木) 宮崎県 新富町 新富町立上新田中学校

10月21日 (金) 宮崎県 日南市 日南市立吾田中学校

10月24日 (月) 宮崎県 西都市 西都市立穂北中学校

10月25日 (火) 宮崎県 延岡市 延岡市立北浦中学校

10月27日 (木) 大分県 竹田市 竹田市立菅生小学校

10月28日 (金) 大分県 大分市 大分市立津留小学校

10月31日 (月) 大分県 玖珠町 玖珠町立古後小学校

11月1日 (火) 大分県 宇佐市 宇佐市立和間小学校

11月2日 (水) 大分県 宇佐市 宇佐市立安心院小学校

ミュージカル 10月18日 (火) 大分県 佐伯市 佐伯市立本匠小学校
制作団体：  有限会社 遊玄社

19公演 10月19日 (水) 大分県 別府市 別府市立南小学校
公演団体： 演劇集団 遊玄社

10月20日 (木) 大分県 竹田市 竹田市立豊岡小学校
公演演目： 音楽劇・イソップランドの動物たち

10月21日 (金) 大分県 杵築市 杵築市立上小学校
ブロック： Jブロック

10月24日 (月) 宮崎県 椎葉村 椎葉村立大河内小学校

10月25日 (火) 鹿児島県 伊佐市 伊佐市立曽木小学校

10月26日 (水) 宮崎県 小林市 小林市立永久津小学校

10月27日 (木) 宮崎県 日南市 日南市立吾田東小学校

10月28日 (金) 宮崎県 小林市 小林市立栗須小学校

10月31日 (月) 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市立細山田小学校

11月1日 (火) 鹿児島県 曽於市 曽於市立笠木小学校

11月2日 (水) 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市立羽島小学校

11月4日 (金) 鹿児島県 奄美市 奄美市立東城小・中学校

11月7日 (月) 沖縄県 那覇市 那覇市立曙小学校

11月8日 (火) 沖縄県 うるま市 うるま市立具志川小学校

11月9日 (水) 沖縄県 豊見城市 豊見城市立長嶺小学校

11月10日 (木) 沖縄県 宜野座村 宜野座村立松田小学校

11月14日 (月) 沖縄県 石垣市 石垣市立平真小学校

11月24日 (木) 鹿児島県 奄美市 奄美市立緑が丘小学校
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バレエ 10月17日 (月) 大分県 大分市 大分市立桃園小学校
制作団体： 一般財団法人 東京シティ・バレエ団

7公演 10月18日 (火) 大分県 別府市 別府市立南立石小学校
公演団体： 東京シティ・バレエ団

10月20日 (木) 宮崎県 木城町 木城町立木城中学校

公演演目： 第１部 「バレエってなあに？〜バレエを楽しもう！〜」
第２部「コッペリア」より〈コッペリアの仕事部屋〉
第３部「コッペリア」より〈鐘の祭り〉

10月21日 (金) 宮崎県 高千穂町 高千穂町立高千穂中学校
ブロック： Ｊブロック

10月24日 (月) 鹿児島県 霧島市 霧島市立牧園小学校

10月28日 (金) 鹿児島県 和泊町 和泊町立城ケ丘中学校

11月1日 (火) 沖縄県 宮古島市 宮古島市立平良第一小学校

歌舞伎
・能楽

7月5日 (火) 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立海陽中学校
制作団体： 公益財団法人 大槻能楽堂

7公演 7月6日 (水) 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市立旭小学校
公演団体： 公益財団法人 大槻能楽堂

7月7日 (木) 鹿児島県 屋久島町 屋久島町立八幡小学校
公演演目： 「土蜘蛛」紙製能面あり

7月8日 (金) 鹿児島県 屋久島町 屋久島町立神山小学校
ブロック： Ｊブロック

11月15日 (火) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立松原小学校

11月16日 (水) 宮崎県 西都市 西都市立都於郡中学校

11月17日 (木) 宮崎県 川南町 川南町立山本小学校

歌舞伎
・能楽

6月1日 (水) 大分県 大分市 大分市立横瀬小学校
制作団体： 株式会社 伝統芸能オフィス

12公演 6月2日 (木) 大分県 大分市 大分市立神崎中学校
公演団体： 三宅狂言会

6月3日 (金) 大分県 佐伯市 佐伯市立上堅田小学校
公演演目： 狂言解説 ～狂言ってなあに？～、他

6月6日 (月) 鹿児島県 徳之島町 徳之島町立東天城中学校
ブロック： Ｊブロック

6月8日 (水) 沖縄県 東村 東村立有銘小中学校

6月10日 (金) 沖縄県 伊江村 伊江村立伊江小学校

6月23日 (木) 宮崎県 延岡市 延岡市立三川内小中学校

6月24日 (金) 宮崎県 延岡市 延岡市立南浦中学校

6月27日 (月) 鹿児島県 長島町 長島町立獅子島小・中学校

6月28日 (火) 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立藺牟田小学校

6月29日 (水) 鹿児島県 曽於市 曽於市立月野小学校

6月30日 (木) 宮崎県 延岡市 延岡市立上南方小学校

邦楽 9月12日 (月) 宮崎県 えびの市 えびの市立飯野小学校
制作団体： 株式会社 アート・メディア・オフィス

13公演 9月13日 (火) 宮崎県 椎葉村 椎葉村立不土野小学校
公演団体： 邦楽グループ「玉手箱」

9月14日 (水) 宮崎県 延岡市 延岡市立港小学校
公演演目： 魅力の和楽器体験｢邦楽入門コンサート｣

9月15日 (木) 大分県 大分市 大分市立豊府小学校
ブロック： Ｊブロック

9月16日 (金) 大分県 日田市 日田市立光岡小学校

9月27日 (火) 宮崎県 小林市 小林市立紙屋小学校

9月28日 (水) 宮崎県 宮崎市 宮崎市立本郷中学校

9月29日 (木) 宮崎県 都城市 都城市立山之口小学校

9月30日 (金) 鹿児島県 日置市 日置市立土橋中学校

10月3日 (月) 鹿児島県 霧島市 霧島市立国分北小学校

10月4日 (火) 鹿児島県 霧島市 霧島市立天降川小学校

10月6日 (木) 鹿児島県 和泊町 和泊町立内城小学校

10月7日 (金) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立喜入中学校
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邦舞 6月23日 (木) 宮崎県 高千穂町 高千穂町立押方小学校
制作団体： 株式会社舞踊集団 菊の会

9公演 6月24日 (金) 宮崎県 都城市 都城市立麓小学校
公演団体： 舞踊集団 菊の会

10月11日 (火) 鹿児島県 南さつま市 南さつま市立大笠中学校
公演演目： 日本のおどり

10月12日 (水) 鹿児島県 南さつま市 南さつま市立万世小学校
ブロック： Jブロック

10月17日 (月) 鹿児島県 志布志市 志布志市立原田小学校

10月18日 (火) 鹿児島県 肝付町 肝付町立岸良小学校

10月19日 (水) 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市立祓川小学校

10月22日 (土) 鹿児島県 西之表市 西之表市立下西小学校

10月24日 (月) 鹿児島県 知名町 知名町立知名中学校


