
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［追加分］）実施計画表

種目
実施都道府県
政令指定都市 市区町村 実施校

オーケス
トラ等

12月15日 (木) 宮城県 大崎市 大崎市立古川中学校
制作団体： 公益財団法人　東京フィルハーモニー交響楽団

4公演 12月14日 (水) 仙台市 仙台市 仙台市立鶴谷東小学校
公演団体： 東京フィルハーモニー交響楽団

12月12日 (月) 北海道 中富良野町 中富良野町立中富良野中学校
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

12月13日 (火) 北海道 帯広市 帯広市立西小学校
ブロック： Aブロック

オーケス
トラ等

11月15日 (火) 宮城県 塩竈市 塩竈市立第二中学校
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

3公演 12月12日 (月) 宮城県 蔵王町 蔵王町立遠刈田中学校
公演団体： 京都フィルハーモニー室内合奏団

11月14日 (月) 秋田県 大館市 大館市立花岡小学校
公演演目： “京フィル　はじめてのクラシックコンサート”

ブロック： Aブロック

児童劇 12月19日 (月) 札幌市 札幌市 札幌市立米里小学校
制作団体： 有限会社　劇団あとむ

3公演 12月20日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立ひばりが丘小学校
公演団体： 有限会社　劇団あとむ

12月16日 (金) 宮城県 加美町 加美町立宮崎小学校
公演演目： 『あとむの時間はアンデルセン～遊びバージョン～』

ブロック： Aブロック

現代舞踊 12月9日 (金) 青森県 八戸市 八戸市立中沢中学校
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

4公演 12月8日 (木) 青森県 八戸市 八戸市立江南小学校
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

12月12日 (月) 札幌市 札幌市 札幌市立幌北小学校
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！』

12月7日 (水) 宮城県 石巻市 石巻市立大川小学校
ブロック： Aブロック

歌舞伎
・能楽

12月19日 (月) 青森県 階上町 階上町立道仏小学校
制作団体： 皐風会

3公演 11月21日 (月) 秋田県 にかほ市 にかほ市立上浜小学校
公演団体： 皐風会

12月16日 (金) 札幌市 札幌市 札幌市立小野幌小学校
公演演目： 狂言「柿山伏（かきやまぶし）」，

能　「羽衣（はごろも）」等

ブロック： Aブロック

オーケス
トラ等

12月1日 (木) さいたま市 さいたま市 さいたま市立向小学校
制作団体： 学校法人　大阪音楽大学

4公演 11月29日 (火) 群馬県 前橋市 前橋市立広瀬小学校
公演団体： ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

11月30日 (水) 埼玉県 富士見市 富士見市立針ヶ谷小学校
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

11月28日 (月) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立粟野中学校
ブロック： Bブロック

児童劇 12月2日 (金) さいたま市 さいたま市 さいたま市立高砂小学校
制作団体： 特定非営利活動法人　アートインAsibina

3公演 12月8日 (木) 栃木県 那須烏山市 那須烏山市立境小学校
公演団体： 特定非営利活動法人　アートインAsibina

12月6日 (火) 福島県 田村市 田村市立要田小学校
公演演目： 「ねこはしる」

ブロック： Bブロック

ミュージ
カル

11月24日 (木) 群馬県 東吾妻町 東吾妻町立原町小学校
制作団体： 株式会社　ヒューマンデザイン

8公演 11月21日 (月) 埼玉県 熊谷市 埼玉県立熊谷特別支援学校
公演団体： 音楽座ミュージカル

11月22日 (火) 埼玉県 秩父市 秩父市立吉田小学校
公演演目： 音楽座ミュージカル「リトルプリンスⅡ」

11月25日 (金) 埼玉県 蓮田市 蓮田市立蓮田中学校
ブロック： Bブロック

12月13日 (火) 埼玉県 川越市 川越市立月越小学校

12月12日 (月) 栃木県 小山市 小山市立若木小学校

11月17日 (木) 栃木県 佐野市 佐野市立下彦間小学校

12月14日 (水) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立北犬飼中学校

本公演実施日 制作団体・公演団体・公演演目



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［追加分］）実施計画表

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

歌舞伎
・能楽

12月15日 (木) 埼玉県 加須市 加須市立加須北中学校
制作団体： 株式会社　創

3公演 12月21日 (水) 福島県 福島市 福島市立福島第三中学校
公演団体： 大蔵流千五郎家茂山狂言会

12月20日 (火) 福島県 石川町 石川町立石川小学校
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

ブロック： Bブロック

邦楽 11月24日 (木) 埼玉県 春日部市 春日部市立立野小学校
制作団体： 有限会社　アートウィル

3公演 11月21日 (月) 福島県 泉崎村 泉崎村立泉崎第一小学校
公演団体： 東京打撃団（和太鼓）

11月22日 (火) 山形県 東根市 東根市立東郷小学校
公演演目： 1）萬来，2) 楽天伎，他

ブロック： Bブロック

ミュージ
カル

12 月 6 日 (火) 茨城県 潮来市 潮来市立日の出小学校
制作団体： 株式会社　オールスタッフ

8公演 12月12日 (月) 茨城県 坂東市 坂東市立逆井山小学校
公演団体： ミュージカルカンパニーイッツフォーリーズ

12月13日 (火) 茨城県 古河市 古河市立古河第六小学校
公演演目： ミュージカル「ルドルフとイッパイアッテナ」

12月21日 (水) 千葉県 市原市 市原市立鶴舞小学校
ブロック： Cブロック

12 月 7 日 (水) 千葉県 匝瑳市 匝瑳市立豊栄小学校

12 月 9 日 (金) 千葉県 市原市 市原市立有秋東小学校

12月14日 (水) 千葉県 柏市 柏市立大津ケ丘第一小学校

12 月 8 日 (木) 千葉県 匝瑳市 匝瑳市立共興小学校

現代舞踊 12月21日 (水) 茨城県 鉾田市 鉾田市立鉾田北小学校　
制作団体： 株式会社　ナチュラルダンステアトル

3公演 12月13日 (火) 千葉県 野田市 野田市立南部小学校
公演団体： ナチュラルダンステアトル

12月19日 (月) 東京都 練馬区 練馬区立向山小学校
公演演目： 『さーかす』

ブロック： Cブロック

歌舞伎
・能楽

11月28日 (月) 千葉県 野田市 野田市立関宿中央小学校
制作団体： 公益財団法人　山本能楽堂

3公演 11月29日 (火) 東京都 日野市 日野市立夢が丘小学校
公演団体： 公益財団法人　山本能楽堂

11月30日 (水) 東京都 板橋区 板橋区立中台中学校
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」】

ブロック： Cブロック

邦楽 12月13日 (火) 茨城県 鉾田市 鉾田市立諏訪小学校
制作団体： 株式会社　東京コンサーツ

3公演 12月12日 (月) 東京都 東久留米市 東久留米市立神宝小学校
公演団体： 一般社団法人　伶楽舎

12 月 8 日 (木) 東京都 八王子市 八王子市立恩方第一小学校
公演演目： 「伶楽舎　子どものための雅楽コンサート」

ブロック： Cブロック

演芸 12月13日 (火) 茨城県 石岡市 石岡市立三村小学校
制作団体： 株式会社　影向舎

4公演 12月12日 (月) 千葉県 旭市 旭市立富浦小学校
公演団体： めばえ寄席「○○亭」

12月20日 (火) 千葉県 野田市 野田市立中央小学校
公演演目： あなたの学校のオリジナル落語会！他

11月21日 (月) 東京都 八王子市 八王子市立第十小学校
ブロック： Cブロック

合唱 11月16日 (水) 岐阜県 岐阜市 岐阜市立早田小学校
制作団体： 公益財団法人　新国立劇場運営財団

4公演 11月15日 (火) 岐阜県 池田町 池田町立池田中学校
公演団体： 新国立劇場合唱団

12月12日 (月) 横浜市 横浜市 横浜市立大綱小学校
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

11月18日 (金) 愛知県 新城市 新城市立新城中学校
ブロック： Dブロック



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［追加分］）実施計画表

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

児童劇 12 月 8 日 (木) 静岡県 島田市 島田市立湯日小学校
制作団体： 公益財団法人　現代人形劇センター

3公演 12 月 6 日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立千秀小学校
公演団体： デフ・パペットシアター・ひとみ

12 月 9 日 (金) 愛知県 豊川市 豊川市立国府小学校
公演演目： 「はこ/BOXES　じいちゃんのオルゴール♪」

ブロック： Dブロック

ミュージ
カル

12 月 1 日 (木) 相模原市 相模原市 相模原市立谷口台小学校
制作団体： 株式会社　劇団ポプラ

9公演 12月13日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立南吉田小学校
公演団体： 劇団ポプラ

12月14日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立白根小学校
公演演目： ミュージカル「オズの魔法使い」

12月12日 (月) 川崎市 川崎市 川崎市立戸手小学校
ブロック： Dブロック

12月21日 (水) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立豊田小学校

12月19日 (月) 愛知県 北名古屋市 北名古屋市立五条小学校

12月20日 (火) 愛知県 西尾市 西尾市立西尾小学校

12月16日 (金) 岐阜県 岐阜市 岐阜市立白山小学校

12月15日 (木) 長野県 小川村 小川村立小川小学校

歌舞伎
・能楽

12 月 9 日 (金) 相模原市 相模原市 相模原市立上溝小学校
制作団体： 公益財団法人　梅若研能会

5公演 12月13日 (火) 浜松市 浜松市 浜松市立西小学校
公演団体： 公益財団法人　梅若研能会

12月12日 (月) 横浜市 横浜市 横浜市立三ツ沢小学校
公演演目： 【能楽鑑賞】狂言「柿山伏」能「船弁慶」他

12月14日 (水) 愛知県 豊田市 豊田市立浄水北小学校
ブロック： Dブロック

12月15日 (木) 愛知県 豊川市 豊川市立東部小学校

邦楽 11月18日 (金) 岐阜県 笠松町 笠松町立笠松小学校
制作団体： 太鼓と芝居のたまっ子座

5公演 11月28日 (月) 神奈川県 川崎市 神奈川県立麻生養護学校
公演団体： 太鼓と芝居のたまっ子座

11 月 4 日 (金) 相模原市 相模原市 相模原市立もえぎ台小学校
公演演目： 「いちにのドン」

12月22日 (木) 長野県 長野市 長野市立芹田小学校
ブロック： Dブロック

12月12日 (月) 横浜市 横浜市 横浜市立中尾小学校

合唱 12月7日 (水) 京都府 京丹後市 京丹後市立大宮中学校
制作団体： 公益社団法人　関西二期会

3公演 12月8日 (木) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立志楽小学校
公演団体： 公益社団法人　関西二期会

12月6日 (火) 石川県 金沢市 金沢市立四十万小学校
公演演目：

ブロック： Eブロック

演劇 11月14日 (月) 新潟県 長岡市 長岡市立栃尾東小学校
制作団体： かわせみ座

4公演 11月15日 (火) 富山県 富山市 富山市立堀川小学校
公演団体： かわせみ座

11月17日 (木) 福井県 越前町 越前町立織田小学校
公演演目： まほろばのこだま

11月16日 (水) 福井県 敦賀市 敦賀市立黒河小学校
ブロック： Eブロック

ミュージ
カル

12月8日 (木) 京都市 京都市 京都市立新林小学校
制作団体： 有限会社　劇団鳥獣戯画

4公演 12月12日 (月) 京都市 京都市 京都市立納所小学校
公演団体： 有限会社　劇団鳥獣戯画

12月7日 (水) 京都市 京都市 京都市立嵯峨野小学校
公演演目： 狂言ミュージカル「入間川」

12月9日 (金) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立吉原小学校
ブロック： Eブロック

【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



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［追加分］）実施計画表

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

バレエ 12月6日 (火) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立高野小学校
制作団体： 公益財団法人　スターダンサーズ・バレエ団

3公演 12月7日 (水) 京都府 福知山市 福知山市立有仁小学校
公演団体： スターダンサーズ・バレエ団

12月9日 (金) 富山県 富山市 富山市立長岡小学校
公演演目： 『シンデレラ』

ブロック： Eブロック

歌舞伎
・能楽

11月22日 (火) 京都府 京丹後市 京丹後市立橘小学校
制作団体： 公益財団法人　大槻能楽堂

3公演 12月16日 (金) 福井県 福井市 福井県立福井特別支援学校
公演団体： 公益財団法人　大槻能楽堂

12月15日 (木) 福井県 福井市 福井工業大学附属福井中学校
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

ブロック： Eブロック

オーケス
トラ等

11月27日 (日) 三重県 伊勢市 伊勢市立今一色小学校
制作団体： イマジネーションプラス合同会社

9公演 11月28日 (月) 三重県 伊勢市 伊勢市立城田中学校
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

11月29日 (火) 三重県 伊勢市 伊勢市立豊浜東小学校
公演演目： 【子どものためのジャズコンサート】他

11月7日 (月) 奈良県 奈良市 奈良市立月ヶ瀬中学校
ブロック： Ｆブロック

11月10日 (木) 和歌山県 紀の川市 紀の川市立池田小学校

11月9日 (水) 和歌山県 有田川町 有田川町立吉備中学校

11月8日 (火) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立宮小学校

12月1日 (木) 滋賀県 東近江市 東近江市立湖東第三小学校

11月30日 (水) 滋賀県 東近江市 東近江市立市原小学校

児童劇 12月12日 (月) 滋賀県 米原市 米原市立伊吹小学校
制作団体： 株式会社　劇団ひまわり

6公演 12月8日 (木) 三重県 伊賀市 伊賀市立成和東小学校
公演団体： 劇団ひまわり

12月9日 (金) 三重県 熊野市 熊野市立五郷小学校
公演演目： 『ホんトのきもち』

12月5日 (月) 大阪市 大阪市 大阪市立湯里小学校
ブロック： Ｆブロック

12月14日 (水) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立加太小学校

12月7日 (水) 和歌山県 橋本市 橋本市立あやの台小学校

ミュージ
カル

12月13日 (火) 大阪市 大阪市 大阪市立大宮小学校
制作団体： 有限会社　オペラシアターこんにゃく座

6公演 11月1日 (火) 奈良県 吉野町 吉野町立吉野小学校
公演団体： オペラシアターこんにゃく座

11月2日 (水) 和歌山県 田辺市 田辺市立伏菟野小学校
公演演目： オペラ『森は生きている』

12月14日 (水) 和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ町立妙寺小学校
ブロック： Ｆブロック

12月15日 (木) 和歌山県 有田市 有田市立保田小学校

12月16日 (金) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立新南小学校

歌舞伎
・能楽

12月6日 (火) 三重県 志摩市 志摩市立立神小学校
制作団体： 公益社団法人　観世九皐会

3公演 12月7日 (水) 三重県 熊野市 熊野市立飛鳥小学校
公演団体： 公益社団法人　観世九皐会

12月5日 (月) 大阪市 大阪市 大阪市立巽東小学校
公演演目： 能「船弁慶」， 狂言「柿山伏」

ブロック： Ｆブロック

演芸 12月5日 (月) 大阪府 摂津市 摂津市立鳥飼小学校
制作団体： 株式会社CHURA

3公演 12月7日 (水) 大阪府 東大阪市 東大阪市立弥刀中学校
公演団体： 沖縄歌舞劇団　美

12月6日 (火) 奈良県 生駒市 生駒市立生駒南中学校
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〜

ブロック： Ｆブロック



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［追加分］）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

12月14日 (水) 岡山県 倉敷市 倉敷市立上成小学校
制作団体： 一般社団法人　大阪交響楽団

3公演 12月13日 (火) 広島県 福山市 福山市立蔵王小学校
公演団体： 大阪交響楽団

12月12日 (月) 島根県 雲南市 雲南市立佐世小学校
公演演目： 【白鳥に変えられたお姫様の物語】Part1，他

ブロック： Ｇブロック

オーケス
トラ等

12月6日 (火) 岡山市 岡山市 岡山市立瀬戸中学校
制作団体： NPO法人　中部フィルハーモニー交響楽団

3公演 12月5日 (月) 広島県 東広島市 東広島市立高美が丘小学校
公演団体： 中部フィルハーモニー交響楽団

12月7日 (水) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立遷喬小学校
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

ブロック： Ｇブロック

音楽劇 12月6日 (火) 岡山県 総社市 総社市立池田小学校
制作団体： 株式会社　オフィス・ヘンミ・クリエイティブ

3公演 12月8日 (木) 広島県 尾道市 尾道市立西藤小学校
公演団体： 東京オペレッタ劇場

12月7日 (水) 広島県 府中市 府中市立栗生小学校
公演演目： オペレッタ『ボッカッチョ』

ブロック： Ｇブロック

児童劇 12月9日 (金) 岡山県 笠岡市 笠岡市立新山小学校
制作団体： 有限会社　人形劇団京芸

3公演 12月7日 (水) 広島市 広島市 広島市立荒神町小学校
公演団体： 人形劇団京芸

12月8日 (木) 広島市 広島市 広島市立山田小学校
公演演目： 『ウォートンとカラスのコンテスト』

ブロック： Ｇブロック

ミュージ
カル

12月12日 (月) 広島県 世羅町 世羅町立世羅西中学校
制作団体： 有限会社　劇団ドリームカンパニー

4公演 12月14日 (水) 山口県 下関市 下関市立安岡中学校
公演団体： 有限会社　劇団ドリームカンパニー

12月13日 (火) 山口県 周南市 周南市立岐山小学校
公演演目： ミュージカル「ハロー，天使です！」

12月9日 (金) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立用瀬小学校
ブロック： Ｇブロック

歌舞伎
・能楽

12月5日 (月) 広島県 福山市 福山市立新涯小学校
制作団体： 公益財団法人　片山家能楽・京舞保存財団

3公演 12月7日 (水) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立成徳小学校
公演団体： 公益財団法人　片山家能楽・京舞保存財団

12月6日 (火) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立上北条小学校
公演演目： 能「大会（だいえ）」

ブロック： Ｇブロック

児童劇 12月12日 (月) 徳島県 鳴門市 鳴門市板東小学校
制作団体： 有限会社　劇団プーク

5公演 12月15日 (木) 香川県 三豊市 三豊市立笠田小学校
公演団体： 人形劇団プーク

12月13日 (火) 香川県 三豊市 三豊市立仁尾小学校
公演演目： 『ピンクのドラゴン』

12月14日 (水) 香川県 坂出市 坂出市立坂出小学校
ブロック： Ｈブロック

12月16日 (金) 愛媛県 八幡浜市 八幡浜市立真穴小学校

歌舞伎
・能楽

12月5日 (月) 徳島県 小松島市 小松島市南小松島小学校
制作団体： 一般社団法人京都能楽囃子方同明会

5公演 12月6日 (火) 香川県 まんのう町 まんのう町立満濃南小学校
公演団体： 一般社団法人京都能楽囃子方同明会

12月7日 (水) 香川県 三豊市 三豊市立曽保小学校
公演演目： 能楽「絵馬」

12月8日 (木) 愛媛県 今治市 今治市立清水小学校
ブロック： Ｈブロック

12月9日 (金) 愛媛県 西条市 西条市立神戸小学校

演芸 12月9日 (金) 兵庫県 福崎町 福崎町立田原小学校
制作団体： カンジヤマ・マイム

3公演 12月7日 (水) 徳島県 東みよし町 東みよし町立三好中学校
公演団体： カンジヤマ・マイム

12月8日 (木) 香川県 三豊市 三豊市立上高瀬小学校
公演演目： 「おしゃべりなパントマイム」

ブロック： Ｈブロック



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［追加分］）実施計画表

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

音楽劇 12月6日 (火) 熊本県 山鹿市 山鹿市立鹿北小学校
制作団体： 一般財団法人オペラアーツ振興財団

3公演 12月7日 (水) 熊本県 南小国町 南小国町立りんどうケ丘小学校
公演団体： 有限会社アーツ・カンパニー

12月8日 (木) 熊本市 熊本市 熊本市立桜山中学校
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）

ブロック： Ｉブロック

ミュージ
カル

11月24日 (木) 福岡市 福岡市 福岡市立百道浜小学校
制作団体： 株式会社　東京演劇集団 風　

7公演 12月19日 (月) 北九州市 北九州市 北九州市立中尾小学校
公演団体： 東京演劇集団 風

12月21日 (水) 長崎県 雲仙市 雲仙市立大塚小学校
公演演目： 星の王子さま

11月22日 (火) 長崎県 長崎市 長崎市立福田小学校
ブロック： Ｉブロック

11月21日 (月) 長崎県 川棚町 川棚町立小串小学校

12月20日 (火) 長崎県 西海市 西海市立雪浦小学校

12月12日 (月) 熊本県 山都町 山都町立潤徳小学校

邦楽 12月7日 (水) 福岡県 川崎町 川崎町立川崎小学校
制作団体： 特定非営利活動法人　日本音楽集団

3公演 12月6日 (火) 福岡県 大牟田市 大牟田市立大牟田特別支援学校
公演団体： 特定非営利活動法人　日本音楽集団

12月8日 (木) 福岡県 築城町 福岡県立築城特別支援学校
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

ブロック： Ｉブロック

演芸 12月12日 (月) 長崎県 五島市 五島市立岐宿小学校
制作団体： わんぱく企画有限会社

3公演 12月13日 (火) 長崎県 島原市 島原市立第二小学校
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）

12月14日 (水) 長崎県 平戸市 平戸市立田助小学校
公演演目： 第一部：落語（寄席）ってなんだろう？，他

ブロック： Ｉブロック

オーケス
トラ等

12月2日 (金) 大分県 玖珠町 玖珠町立八幡中学校
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

2公演 11月30日 (水) 鹿児島県 霧島市 霧島市立福山中学校
公演団体： 関西フィルハーモニー管弦楽団

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！」

ブロック： Ｊブロック

児童劇 12月21日 (水) 宮崎県 西都市 西都市立三納小中学校
制作団体： 株式会社　ガイ氏ファンタジ－プロダクション

3公演 12月20日 (火) 鹿児島県 大崎町 大崎町立中沖小学校
公演団体： ガイ氏即興人形劇場

12月13日 (火) 沖縄県 竹富町 竹富町立上原小学校
公演演目： ［ごんぎつね］［人形ファンタジー］

ブロック： Ｊブロック

ミュージ
カル

12月2日 (金) 大分県 中津市 中津市立樋田小学校
制作団体： 有限会社　遊玄社

3公演 12月1日 (木) 大分県 日田市 日田市立咸宜小学校
公演団体： 演劇集団　遊玄社

11月30日 (水) 鹿児島県 伊佐市 伊佐市立羽月小学校
公演演目： 音楽劇・イソップランドの動物たち

ブロック： Jブロック

歌舞伎
・能楽

12月8日 (木) 大分県 別府市 別府市立東山小中学校
制作団体： 株式会社　伝統芸能オフィス

4公演 12月13日 (火) 鹿児島県 霧島市 霧島市立溝辺中学校
公演団体： 三宅狂言会

12月6日 (火) 鹿児島県 屋久島町 屋久島町立安房中学校
公演演目： 狂言解説　～狂言ってなあに？～，他

11月22日 (火) 沖縄県 竹富町 竹富町立竹富小中学校
ブロック： Ｊブロック


