
種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

6月16日 (金) 秋田県 北秋田市 北秋田市立前田小学校

6月17日 (土) 秋田県 能代市 能代市立常盤小学校

8月28日 (月) 札幌市 札幌市 札幌市立栄東小学校

8月30日 (水) 北海道 猿払村 猿払村立拓心中学校

8月31日 (木) 北海道 稚内市 稚内市立宗谷中学校

9月12日 (火) 仙台市 仙台市 仙台市立広陵中学校

9月13日 (水) 秋田県 湯沢市 湯沢市立皆瀬中学校

9月26日 (火) 岩手県 盛岡市 盛岡市立仙北小学校

9月27日 (水) 岩手県 北上市 北上市立和賀東小学校

9月28日 (木) 岩手県 奥州市 奥州市立真城小学校

9月29日 (金) 宮城県 白石市 白石市立白石中学校

10月2日 (月) 宮城県 美里町 美里町立不動堂中学校

10月3日 (火) 岩手県 一関市 一関市立本寺小学校

10月4日 (水) 岩手県 花巻市 花巻市立笹間第一小学校

10月5日 (木) 青森県 青森市 青森市立油川中学校

9月25日 (月) 北海道 滝川市 滝川市立明苑中学校

9月26日 (火) 北海道 旭川市 北海道旭川養護学校

9月27日 (水) 北海道 紋別市 北海道紋別養護学校

9月28日 (木) 札幌市 札幌市 札幌市立南の沢小学校

11月6日 (月) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立鹿折中学校

11月7日 (火) 宮城県 石巻市 石巻市立大原小学校

11月8日 (水) 仙台市 仙台市 仙台市立湯元小学校

11月13日 (月) 青森県 平川市 平川市立平賀東中学校

11月14日 (火) 秋田県 北秋田市 北秋田市立鷹巣東小学校

11月15日 (水) 秋田県 八峰町 八峰町立八森小学校

11月16日 (木) 秋田県 能代市 能代市立能代第一中学校

11月17日 (金) 岩手県 奥州市 奥州市立水沢南小学校

9月29日 (金) 岩手県 久慈市 久慈市立侍浜中学校

9月30日 (土) 岩手県 久慈市 久慈市立夏井中学校

10月2日 (月) 秋田県 鹿角市 鹿角市立尾去沢中学校

10月3日 (火) 秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪第一中学校

10月4日 (水) 秋田県 鹿角市 鹿角市立八幡平中学校

10月16日 (月) 北海道 留萌市 留萌市立港南中学校

10月17日 (火) 北海道 江別市 江別市立江別第三中学校

10月18日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立手稲東小学校

10月23日 (月) 岩手県 北上市 北上市立照岡小学校

10月24日 (火) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立条南中学校

10月25日 (水) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立階上中学校

10月26日 (木) 宮城県 村田町 村田町立村田第二中学校

11月6日 (月) 宮城県 丸森町 丸森町立小斎小学校

11月7日 (火) 宮城県 角田市 角田市立横倉小学校

11月8日 (水) 仙台市 仙台市 仙台市立野村小学校

11月9日 (木) 仙台市 仙台市 仙台市立実沢小学校

11月10日 (金) 仙台市 仙台市 仙台市立福岡小学校

11月13日 (月) 仙台市 仙台市 仙台市立長命ケ丘小学校

11月14日 (火) 宮城県 大崎市 大崎市立西古川小学校

11月15日 (水) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立水梨小学校

11月16日 (木) 秋田県 湯沢市 湯沢市立湯沢西小学校

11月17日 (金) 秋田県 三種町 三種町立下岩川小学校

11月20日 (月) 秋田県 三種町 三種町立湖北小学校

11月21日 (火) 秋田県 北秋田市 北秋田市立鷹巣中央小学校

11月22日 (水) 秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪小学校

11月24日 (金) 青森県 平川市 平川市立竹館小学校

11月27日 (月) 青森県 七戸町 七戸町立城南小学校

11月28日 (火) 青森県 青森市 青森市立合浦小学校

11月30日 (木) 北海道 黒松内町 北海道余市養護学校しりべし学園分校

12月1日 (金) 北海道 真狩村 真狩村立真狩小学校

12月4日 (月) 札幌市 札幌市 札幌市立しらかば台小学校

12月5日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立栄町小学校

12月6日 (水) 北海道 浦臼町 浦臼町立浦臼小学校

12月7日 (木) 北海道 札幌市 北海道拓北養護学校

12月8日 (金) 北海道 新ひだか町 北海道平取養護学校静内ペテカリの園分校

音楽劇

12公演

制作団体：　NPO法人　ミラマーレ・オペラ

公演団体：　ミラマーレ・オペラ

公演演目：　オペラ「てかがみ」

ブロック：　Aブロック

児童劇

23公演

制作団体：　有限会社　劇団風の子北海道

公演団体：　有限会社　劇団風の子北海道

公演演目：　マーレンと雨姫

ブロック：　Aブロック

平成29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

本公演実施日

オーケストラ等

15公演

制作団体：　公益財団法人　東京フィルハーモニー交響楽団

公演団体：　東京フィルハーモニー交響楽団

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

ブロック：　Aブロック

オーケストラ等

12公演

制作団体：　公益財団法人　札幌交響楽団

公演団体：　札幌交響楽団

公演演目：　アンダーソン／舞踏会の美女
　　　　　　　  外山雄三／管弦楽のためのラプソディ　他

ブロック：　Aブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

9月19日 (火) 宮城県 大崎市 大崎市立高倉小学校

9月20日 (水) 宮城県 登米市 登米市立登米中学校

9月25日 (月) 北海道 登別市 登別市立幌別西小学校

9月26日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立石山小学校

9月27日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立大谷地小学校

9月28日 (木) 札幌市 札幌市 札幌市立平岸高台小学校

9月29日 (金) 北海道 留萌市 留萌市立緑丘小学校

10月2日 (月) 青森県 弘前市 弘前市立相馬中学校

10月3日 (火) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立小原木小学校

10月4日 (水) 仙台市 仙台市 仙台市立旭丘小学校

10月5日 (木) 宮城県 角田市 角田市立金津中学校

11月6日 (月) 岩手県 北上市 北上市立飯豊小学校

11月7日 (火) 秋田県 横手市 横手市立雄物川小学校

11月8日 (水) 秋田県 羽後町 羽後町立西馬音内小学校

11月9日 (木) 秋田県 三種町 三種町立琴丘中学校

11月10日 (金) 秋田県 能代市 能代市立二ツ井小学校

11月13日 (月) 北海道 釧路市 釧路市立城山小学校

11月14日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立新川中央小学校

11月15日 (水) 北海道 札幌市 北海道札幌伏見支援学校

11月16日 (木) 札幌市 札幌市 札幌市立有明小学校

11月17日 (金) 北海道 苫小牧市 苫小牧市立北光小学校

11月20日 (月) 青森県 黒石市 黒石市立北陽小学校

11月21日 (火) 秋田県 鹿角市 鹿角市立十和田小学校

11月22日 (水) 岩手県 一関市 一関市立興田小学校

11月24日 (金) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立松岩小学校

11月27日 (月) 宮城県 登米市 登米市立横山小学校

11月28日 (火) 宮城県 大崎市 大崎市立敷玉小学校

11月29日 (水) 宮城県 利府町 利府町立菅谷台小学校

11月30日 (木) 仙台市 仙台市 仙台市立根白石小学校

12月1日 (金) 仙台市 仙台市 仙台市立南材木町小学校

12月18日 (月) 仙台市 仙台市 仙台市立向山小学校

12月19日 (火) 仙台市 仙台市 仙台市立鹿野小学校

12月20日 (水) 宮城県 大河原町 大河原町立大河原南小学校

12月21日 (木) 宮城県 柴田町 柴田町立船迫小学校

9月12日 (火) 北海道 鷹栖町 北海道鷹栖養護学校

9月14日 (木) 札幌市 札幌市 札幌市立北小学校

9月25日 (月) 秋田県 鹿角市 鹿角市立尾去沢小学校

9月26日 (火) 岩手県 八幡平市 八幡平市立平笠小学校

9月28日 (木) 岩手県 宮古市 岩手県立宮古恵風支援学校

9月29日 (金) 岩手県 宮古市 宮古市立重茂小学校

10月2日 (月) 仙台市 仙台市 仙台市立蒲町中学校

10月3日 (火) 宮城県 石巻市 石巻市立開北小学校

10月5日 (木) 宮城県 加美町 加美町立広原小学校

10月6日 (金) 宮城県 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校

10月31日 (火) 青森県 平川市 平川市立猿賀小学校

11月1日 (水) 青森県 弘前市 弘前市立船沢中学校

11月2日 (木) 青森県 鶴田町 鶴田町立鶴田中学校

ミュージカル

23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：　Aブロック

バレエ

13公演

制作団体：　公益財団法人　スターダンサーズ・バレエ団

公演団体：　スターダンサーズ・バレエ団

公演演目：　第1部　「バレエって何だろう」
　　　　　　　  第2部　「舞台をみてみよう」
  　　　　　　　「シンデレラ」

ブロック：　Aブロック

演劇

11公演

制作団体：　劇団前進座　株式会社

公演団体：　劇団前進座　株式会社

公演演目：　(一) お芝居の前に「江戸のくらしってどんななの？」
　　　　　　　  (二) 「くず～い　屑屋でござい」

ブロック：　Aブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

7月11日 (火) 秋田県 潟上市 潟上市立天王中学校

7月12日 (水) 秋田県 由利本荘市 由利本荘市立西目小学校

7月13日 (木) 秋田県 湯沢市 湯沢市立山田小学校

7月14日 (金) 秋田県 秋田市 秋田市立旭南小学校

8月21日 (月) 北海道 札幌市 北海道札幌視覚支援学校

8月22日 (火) 北海道 帯広市 帯広市立稲田小学校

8月23日 (水) 北海道 帯広市 帯広市立川西中学校

8月24日 (木) 北海道 釧路市 釧路市立山花小中学校

8月28日 (月) 札幌市 札幌市 札幌市立澄川西小学校

8月29日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立新琴似小学校

8月30日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立あいの里西小学校

8月31日 (木) 札幌市 札幌市 札幌市立開成小学校

9月1日 (金) 北海道 赤平市 赤平市立赤間小学校

9月11日 (月) 宮城県 石巻市 石巻市立蛇田小学校

9月12日 (火) 仙台市 仙台市 仙台市立住吉台中学校

9月13日 (水) 仙台市 仙台市 仙台市立吉成小学校

9月14日 (木) 仙台市 仙台市 仙台市立幸町小学校

9月15日 (金) 宮城県 仙台市 宮城県立仙台二華中学校

10月30日 (月) 青森県 七戸町 七戸町立天間西小学校

10月31日 (火) 青森県 平内町 平内町立小湊小学校

11月1日 (水) 北海道 函館市 函館市立戸倉中学校

11月6日 (月) 青森県 南部町 南部町立南部中学校

11月7日 (火) 青森県 十和田市 十和田市立西小学校

11月8日 (水) 青森県 八戸市 青森県立八戸聾学校

7月3日 (月) 岩手県 葛巻町 葛巻町立小屋瀬中学校

7月4日 (火) 青森県 階上町 階上町立階上小学校

7月5日 (水) 青森県 今別町 今別町立今別中学校

7月6日 (木) 秋田県 八峰町 八峰町立八峰中学校

7月10日 (月) 仙台市 仙台市 仙台市立木町通小学校

7月11日 (火) 宮城県 亘理町 亘理町立逢隈中学校

7月12日 (水) 宮城県 加美町 加美町立宮崎中学校

7月13日 (木) 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立津谷中学校

7月14日 (金) 宮城県 多賀城市 多賀城市立城南小学校

7月18日 (火) 北海道 浦幌町 浦幌町立上浦幌中央小学校

7月19日 (水) 北海道 釧路市 釧路市立釧路小学校

8月30日 (水) 北海道 今金町 今金町立今金小学校

8月31日 (木) 北海道 留萌市 留萌市立留萌中学校

6月13日 (火) 岩手県 盛岡市 盛岡市立繋中学校

6月19日 (月) 青森県 平川市 平川市立金田小学校

6月20日 (火) 青森県 七戸町 七戸町立天間東小学校

6月21日 (水) 青森県 弘前市 弘前市立新和小学校

6月22日 (木) 青森県 弘前市 弘前市立裾野中学校

6月23日 (金) 青森県 中泊町 中泊町立中里小学校

6月28日 (水) 北海道 函館市 函館市立東山小学校

6月29日 (木) 北海道 函館市 函館市立中部小学校

6月30日 (金) 北海道 北斗市 北斗市立大野中学校

7月4日 (火) 札幌市 札幌市 札幌市立篠路西小学校

7月5日 (水) 北海道 旭川市 旭川市立神居東小学校

7月6日 (木) 北海道 網走市 網走市立第四中学校

9月19日 (火) 秋田県 鹿角市 鹿角市立大湯小学校

9月20日 (水) 秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪北小学校

9月25日 (月) 秋田県 横手市 横手市立大森小学校

9月26日 (火) 秋田県 横手市 横手市立醍醐小学校

9月27日 (水) 秋田県 湯沢市 湯沢市立山田中学校

9月28日 (木) 秋田県 湯沢市 湯沢市立川連小学校

11月27日 (月) 仙台市 仙台市 仙台市立柳生小学校

11月28日 (火) 宮城県 東松島市 東松島市立赤井小学校

11月29日 (水) 宮城県 石巻市 石巻市立牡鹿中学校

11月30日 (木) 宮城県 南三陸町 南三陸町立戸倉小学校

歌舞伎・能楽

13公演

制作団体：　株式会社　万作の会

公演団体：　万作の会

公演演目：　狂言「盆山」、「附子」
　　　　　　　  狂言「蝸牛」より…囃子言葉の掛け合いの場面

ブロック：　Aブロック

邦楽

22公演

制作団体：　公益社団法人　日本三曲協会

公演団体：　公益社団法人　日本三曲協会

公演演目：　和楽器の魅力

ブロック：　Aブロック

歌舞伎・能楽

24公演

制作団体：　公益財団法人　鎌倉能舞台

公演団体：　公益財団法人　鎌倉能舞台

公演演目：　狂言「柿山伏」
　　　　　　　  能「小鍛冶」

ブロック：　Aブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

6月28日 (水) 宮城県 富谷市 富谷市立成田小学校

6月30日 (金) 岩手県 奥州市 奥州市立江刺第一中学校

7月5日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立札幌小学校

7月6日 (木) 北海道 西興部村 西興部村立西興部小学校

7月7日 (金) 北海道 釧路市 北海道釧路鶴野支援学校

7月10日 (月) 北海道 奥尻町 奧尻町立青苗小学校

7月11日 (火) 北海道 上ノ国町 上ノ国町立上ノ国中学校

7月12日 (水) 札幌市 札幌市 札幌市立小野幌小学校

7月13日 (木) 札幌市 札幌市 札幌市立米里小学校

7月14日 (金) 札幌市 札幌市 札幌市立平岡公園小学校

9月5日 (火) 宮城県 大崎市 大崎市立沼部小学校

9月7日 (木) 宮城県 大崎市 大崎市立西大崎小学校

9月8日 (金) 宮城県 石巻市 石巻市立青葉中学校

9月19日 (火) 岩手県 久慈市 久慈市立夏井小学校

9月20日 (水) 岩手県 久慈市 久慈市立久喜小学校

9月21日 (木) 岩手県 久慈市 久慈市立侍浜小学校

9月22日 (金) 秋田県 北秋田市 北秋田市立合川小学校

9月25日 (月) 秋田県 北秋田市 北秋田市立大阿仁小学校

9月26日 (火) 秋田県 井川町 井川町立井川小学校

9月27日 (水) 秋田県 羽後町 羽後町立高瀬小学校

9月28日 (木) 秋田県 横手市 横手市立山内小学校

9月29日 (金) 宮城県 塩竈市 塩竈市立第二中学校

10月3日 (火) 仙台市 仙台市 仙台市立金剛沢小学校

10月4日 (水) 青森県 青森市 青森県立青森若葉養護学校

10月6日 (金) 青森県 つがる市 青森県立森田養護学校

オーケストラ等 6月14日 (水) 栃木県 宇都宮市　 栃木県立盲学校

16公演 6月15日 (木) 栃木県 宇都宮市　 宇都宮短期大学附属中学校

6月16日 (金) 群馬県 高崎市 高崎市立新町第二小学校

6月19日 (月) 埼玉県 越谷市 越谷市立北陽中学校

6月20日 (火) 埼玉県 美里町 美里町立大沢小学校

6月21日 (水) 埼玉県 秩父市 秩父市立荒川東小学校

6月22日 (木) 埼玉県 皆野町 皆野町立国神小学校

6月23日 (金) 埼玉県 行田市 行田市立中央小学校

10月10日 (火) 山形県 遊佐町 遊佐町立藤崎小学校

10月11日 (水) 福島県 古殿町 古殿町立古殿小学校

10月12日 (木) 福島県 いわき市 いわき市立小名浜第三小学校

10月13日 (金) 福島県 小野町 小野町立小野新町小学校

10月16日 (月) 福島県 白河市 白河市立大屋小学校

10月17日 (火) 福島県 郡山市 郡山市立逢瀬中学校

10月18日 (水) 福島県 石川町 石川町立野木沢小学校

10月19日 (木) 群馬県 館林市 館林市立第三小学校

オーケストラ等 9月25日 (月) さいたま市 さいたま市 さいたま市立岩槻小学校

9月26日 (火) 山形県 米沢市 米沢市立第五中学校

15公演 9月27日 (水) 福島県 平田村 平田村立ひらた清風中学校

9月28日 (木) 福島県 天栄村 天栄村立広戸小学校

9月29日 (金) 福島県 川俣町 川俣町立福田小学校

10月2日 (月) 山形県 山形市 山形市立滝山小学校

10月23日 (月) 埼玉県 毛呂山町 毛呂山町立川角小学校

10月24日 (火) 埼玉県 秩父市 秩父市立西小学校

10月25日 (水) 埼玉県 行田市 行田市立見沼中学校

10月26日 (木) 埼玉県 加須市 加須市立昭和中学校

10月27日 (金) 埼玉県 鴻巣市 鴻巣市立広田小学校

11月14日 (火) 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市立あずま小学校

11月15日 (水) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立北押原中学校

11月16日 (木) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立みどりが丘小学校

11月17日 (金) 栃木県 宇都宮市 宇都宮市立横川中学校

制作団体：　公益財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽団

公演団体：　仙台フィルハーモニー管弦楽団

公演演目：　【小学校】
　　　　　　　　　チャイコフスキー：歌劇「エウゲニ・オネーギン」より ポロ
                    ネーズ　他
　　　　　　　 【中学校】
　　　　　　　　　ヨハン・シュトラウス２世：喜歌劇「こうもり」序曲　他

ブロック：　Bブロック

制作団体：　公益財団法人　群馬交響楽団

公演団体：　群馬交響楽団

公演演目：　オッフェンバック/歌劇「天国と地獄」序曲より
　　　　　　　　ビゼー/歌劇「カルメン」より　前奏曲、序奏、アラゴネーズ、
　　　　　　　　間奏曲、アルカラの竜騎兵、ジプシーの踊り　他

ブロック：　Bブロック

演芸

25公演

制作団体：　カンジヤマ・マイム

公演団体：　カンジヤマ・マイム

公演演目：　おしゃべりなパントマイム

ブロック：　Aブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

音楽劇 6月12日 (月) 埼玉県 行田市 行田市立埼玉中学校

17公演 6月13日 (火) 埼玉県 本庄市 本庄市立本庄南小学校

6月14日 (水) 群馬県 高崎市 高崎市立南陽台小学校

6月15日 (木) 栃木県 益子町 益子町立田野小学校

6月20日 (火) 山形県 遊佐町 遊佐町立遊佐小学校

6月21日 (水) 山形県 遊佐町 遊佐町立吹浦小学校

7月1日 (土) さいたま市 さいたま市 さいたま市立与野東中学校

9月6日 (水) 山形県 寒河江市 寒河江市立柴橋小学校

9月7日 (木) 福島県 福島市 福島市立平野中学校

9月8日 (金) 福島県 福島市 福島市立余目小学校

9月11日 (月) 福島県 福島市 福島市立瀬上小学校

9月12日 (火) 福島県 いわき市 いわき市立勿来第二小学校

9月13日 (水) 福島県 石川町 石川町立石川小学校

9月14日 (木) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立菊沢西小学校

9月25日 (月) 埼玉県 飯能市 飯能市立美杉台中学校

9月26日 (火) 埼玉県 富士見市 富士見市立鶴瀬小学校

9月27日 (水) 群馬県 みどり市 みどり市立あずま小学校

児童劇 10月30日 (月) 山形県 山形市 山形県立山形聾学校

15公演 10月31日 (火) 福島県 西郷村 西郷村立熊倉小学校

11月1日 (水) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立久我小学校

11月2日 (木) 栃木県 野木町 野木町立佐川野小学校

11月6日 (月) 栃木県 佐野市 佐野市立常盤小学校

11月7日 (火) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立粕尾小学校

11月8日 (水) 栃木県 佐野市 佐野市立佐野小学校

11月9日 (木) 埼玉県 本庄市 本庄市立北泉小学校

11月10日 (金) 埼玉県 吉川市 吉川市立中曽根小学校

11月13日 (月) 埼玉県 八潮市 八潮市立潮止小学校

11月14日 (火) 群馬県 前橋市 前橋市立桂萱小学校

11月15日 (水) 群馬県 富岡市 富岡市立丹生小学校

11月17日 (金) さいたま市 さいたま市 さいたま市立高砂小学校

11月20日 (月) 埼玉県 三郷市 三郷市立彦成小学校

11月22日 (水) 埼玉県 深谷市 深谷市立榛沢小学校

児童劇 10月10日 (火) 福島県 南相馬市 南相馬市立高平小学校

18公演 10月11日 (水) 福島県 相馬市 福島県立相馬養護学校

10月12日 (木) 福島県 福島市 福島市立立子山中学校

10月13日 (金) 福島県 福島市 福島市立庭塚小学校

10月16日 (月) 福島県 喜多方市 喜多方市立堂島小学校

10月17日 (火) 福島県 須賀川市 須賀川市立長沼東小学校

10月18日 (水) 栃木県 高根沢町 高根沢町立中央小学校

10月19日 (木) 群馬県 昭和村 昭和村立南小学校

10月20日 (金) 群馬県 昭和村 昭和村立東小学校

10月23日 (月) 群馬県 富岡市 富岡市立黒岩小学校

10月24日 (火) 群馬県 富岡市 富岡市立高田小学校

10月25日 (水) 埼玉県 深谷市 深谷市立岡部小学校

10月26日 (木) 埼玉県 久喜市 久喜市立江面第二小学校

10月27日 (金) 栃木県 佐野市 佐野市立飛駒小学校

10月30日 (月) 埼玉県 羽生市 羽生市立須影小学校

10月31日 (火) 埼玉県 加須市 加須市立鴻茎小学校

11月1日 (水) さいたま市 さいたま市 さいたま市立川通小学校

11月2日 (木) 埼玉県 飯能市 飯能市立原市場小学校

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」

ブロック：　Bブロック

制作団体：　公益財団法人　現代人形劇センター

公演団体：　デフ・パペットシアター・ひとみ

公演演目：　はこ/BOXES じいちゃんのオルゴール♪

ブロック：　B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：　1２の月のたき火

ブロック：　Bブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

演劇 6月26日 (月) 埼玉県 幸手市 幸手市立吉田小学校

19公演 6月27日 (火) 栃木県 小山市 小山市立乙女小学校

6月28日 (水) 栃木県 佐野市 佐野市立赤見小学校

6月29日 (木) 栃木県 栃木市 栃木市立栃木第五小学校

6月30日 (金) 福島県 伊達市 伊達市立霊山中学校

7月3日 (月) 福島県 郡山市 郡山市立宮城中学校

7月4日 (火) 福島県 郡山市 郡山市立芳賀小学校

7月5日 (水) 福島県 須賀川市 須賀川市立大森小学校

7月6日 (木) 福島県 二本松市 二本松市立小浜小学校

7月7日 (金) 福島県 二本松市 二本松市立二本松第三中学校

7月10日 (月) 埼玉県 秩父市 秩父市立尾田蒔中学校

7月11日 (火) 埼玉県 熊谷市 熊谷市立妻沼南小学校

7月12日 (水) 埼玉県 川島町 川島町立中山小学校

7月13日 (木) 群馬県 前橋市 前橋市立総社小学校

7月14日 (金) 群馬県 前橋市 前橋市立元総社北小学校

10月2日 (月) 埼玉県 行田市 行田市立太田西小学校

10月3日 (火) 栃木県 小山市 小山市立大谷南小学校

11月13日 (月) 山形県 最上町 最上町立向町小学校

11月14日 (火) 福島県 二本松市 二本松市立安達中学校

バレエ 9月27日 (水) 福島県 会津美里町 会津美里町立本郷小学校

12公演 9月28日 (木) 福島県 田村市 田村市立滝根小学校

9月29日 (金) 福島県 西郷村 西郷村立米小学校

10月10日 (火) 栃木県 日光市 日光市立足尾小学校

10月11日 (水) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立中央小学校

10月12日 (木) 栃木県 佐野市 佐野市立田沼東中学校

11月15日 (水) 群馬県 前橋市 前橋市立粕川小学校

11月16日 (木) 埼玉県 坂戸市 埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園

11月17日 (金) さいたま市 さいたま市 さいたま市立常盤北小学校

11月20日 (月) 埼玉県 春日部市 春日部市立富多小学校

11月21日 (火) 埼玉県 春日部市 春日部市立武里小学校

11月22日 (水) 埼玉県 春日部市 春日部市立武里南小学校

歌舞伎・能楽 9月25日 (月) 福島県 本宮市 本宮市立白沢中学校

13公演 9月26日 (火) 福島県 三春町 三春町立三春中学校

9月27日 (水) 福島県 いわき市 いわき市立藤間中学校

9月28日 (木) 埼玉県 桶川市 桶川市立加納小学校

11月6日 (月) 埼玉県 久喜市 久喜市立久喜北小学校

11月8日 (水) 埼玉県 川越市 川越市立高階西小学校

11月9日 (木) 群馬県 藤岡市 藤岡市立小野中学校

11月27日 (月) 山形県 庄内町 庄内町立余目第二小学校

11月28日 (火) 山形県 東根市 東根市立大富中学校

11月29日 (水) 山形県 山形市 山形市立第九中学校

11月30日 (木) 福島県 伊達市 伊達市立柱沢小学校

12月1日 (金) 栃木県 益子町 益子町立益子小学校

12月12日 (火) さいたま市 さいたま市 さいたま市立春岡小学校

歌舞伎・能楽 6月5日 (月) 山形県 新庄市 新庄市立本合海小学校

18公演 6月6日 (火) 福島県 鏡石町 鏡石町立第一小学校

6月7日 (水) 福島県 西郷村 西郷村立川谷小学校

6月12日 (月) 福島県 小野町 小野町立浮金小学校

6月13日 (火) 福島県 三春町 三春町立沢石小学校

6月14日 (水) 福島県 二本松市 二本松市立川崎小学校

6月15日 (木) 福島県 郡山市 郡山市立郡山第六中学校

6月19日 (月) 埼玉県 熊谷市 熊谷市立熊谷西小学校

6月20日 (火) 埼玉県 行田市 行田市立南河原小学校

6月21日 (水) 埼玉県 加須市 加須市立北川辺中学校

6月22日 (木) 埼玉県 加須市 加須市立加須西中学校

6月23日 (金) 埼玉県 北本市 北本市立中丸小学校

10月17日 (火) 山形県 東根市 東根市立長瀞小学校

10月18日 (水) 福島県 喜多方市 喜多方市立慶徳小学校

12月4日 (月) 群馬県 館林市 館林市立第八小学校

12月5日 (火) 群馬県 高崎市 高崎市立入野小学校

12月6日 (水) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立板荷小学校

12月7日 (木) 栃木県 上三川町 上三川町立明治南小学校

制作団体：　一般社団法人　演劇集団ワンダーランド

公演団体：　一般社団法人　演劇集団ワンダーランド

公演演目：　からくり儀右衛門～日本のエジソン・技術で明治維新を創っ
                 た男～

ブロック：　Bブロック

制作団体：　一般財団法人 谷桃子バレエ団

公演団体：　谷桃子バレエ団

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

ブロック：　B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：　狂言 「柿山伏」、「附子」

ブロック：　Bブロック

制作団体：　株式会社　伝統芸能オフィス

公演団体：　一般社団法人　三宅狂言会

公演演目：　狂言「盆山」、「茸」

ブロック：　Bブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

邦楽 9月26日 (火) 埼玉県 八潮市 八潮市立柳之宮小学校

23公演 9月27日 (水) 栃木県 佐野市 佐野市立下彦間小学校

9月28日 (木) 埼玉県 羽生市 羽生市立新郷第二小学校

9月29日 (金) さいたま市 さいたま市 さいたま市立常盤小学校

10月23日 (月) 埼玉県 秩父市 秩父市立吉田小学校

10月24日 (火) 埼玉県 行田市 行田市立下忍小学校

10月25日 (水) 埼玉県 深谷市 深谷市立本郷小学校

10月26日 (木) 埼玉県 行田市 行田市立荒木小学校

10月27日 (金) 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市立赤堀東小学校

10月30日 (月) 群馬県 甘楽町 甘楽町立新屋小学校

10月31日 (火) 群馬県 前橋市 前橋市立二之宮小学校

11月1日 (水) 群馬県 甘楽町 甘楽町立福島小学校

11月2日 (木) 群馬県 前橋市 前橋市立広瀬小学校

11月6日 (月) 山形県 遊佐町 遊佐町立高瀬小学校

11月7日 (火) 福島県 川俣町 川俣町立飯坂小学校

11月8日 (水) 福島県 福島市 福島市立平田小学校

11月9日 (木) 福島県 郡山市 郡山市立宮城小学校

11月10日 (金) 福島県 いわき市 いわき市立好間第四小学校

11月13日 (月) 栃木県 塩谷町 塩谷町立玉生小学校

11月14日 (火) 栃木県 塩谷町 塩谷町立大宮小学校

11月15日 (水) 福島県 泉崎村 泉崎村立泉崎第二小学校

11月16日 (木) 福島県 南会津町 南会津町立田島第二小学校

11月17日 (金) 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立加園小学校

演芸 10月16日 (月) 群馬県 甘楽町 甘楽町立小幡小学校

14公演 10月17日 (火) 福島県 伊達市 伊達市立伊達東小学校

10月18日 (水) 福島県 福島市 福島市立蓬莱中学校

10月19日 (木) 福島県 二本松市 二本松市立安達太良小学校

10月20日 (金) 山形県 新庄市 新庄市立北辰小学校

11月13日 (月) 福島県 白河市 白河市立小野田小学校

11月14日 (火) 福島県 白河市 白河市立白河第四小学校

11月15日 (水) 栃木県 下野市 下野市立緑小学校

11月16日 (木) 栃木県 足利市 栃木県立足利中央特別支援学校

11月17日 (金) さいたま市 さいたま市 さいたま市立与野南小学校

11月20日 (月) 埼玉県 行田市 行田市立須加小学校

11月21日 (火) 埼玉県 久喜市 久喜市立青葉小学校

11月22日 (水) 埼玉県 久喜市 久喜市立栗橋西小学校

11月24日 (金) 埼玉県 新座市 新座市立八石小学校

合唱 10月10日 (火) 東京都 新宿区 新宿区立戸塚第三小学校

13公演 10月11日 (水) 東京都 青梅市 東京都立青峰学園

10月12日 (木) 千葉県 白井市 白井市立白井第二小学校

10月13日 (金) 千葉市 千葉市 千葉市立稲丘小学校

10月17日 (火) 東京都 江戸川区 江戸川区立清新ふたば小学校

10月18日 (水) 千葉県 柏市 柏市立大津ケ丘第二小学校

10月19日 (木) 千葉県 市川市 学校法人昭和学院小学校

10月20日 (金) 東京都 大田区 大田区立西六郷小学校

11月6日 (月) 山梨県 甲州市 甲州市立塩山北中学校

11月7日 (火) 東京都 板橋区 板橋区立新河岸小学校

11月8日 (水) 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市立高松小学校

11月9日 (木) 茨城県 行方市 行方市立玉造小学校

11月10日 (金) 茨城県 稲敷市 稲敷市立あずま西小学校

オーケストラ等 7月4日 (火) 山梨県 北杜市 北杜市立高根北小学校

11公演 7月5日 (水) 東京都 三鷹市 おおさわ学園三鷹市立大沢台小学校

7月6日 (木) 千葉市 千葉市 千葉市立小中台南小学校

9月12日 (火) 茨城県 利根町 利根町立布川小学校

9月13日 (水) 茨城県 坂東市 坂東市立岩井第一小学校

9月14日 (木) 千葉県 野田市 野田市立みずき小学校

9月15日 (金) 東京都 福生市 福生市立福生第三小学校

10月24日 (火) 千葉県 銚子市 銚子市立飯沼小学校

10月25日 (水) 千葉県 市原市 市原市立国分寺台東小学校

10月26日 (木) 千葉県 東金市 千葉県立東金特別支援学校

10月27日 (金) 東京都 足立区 東京都立南花畑特別支援学校

制作団体：　公益社団法人　日本奇術協会

公演団体：　公益社団法人　日本奇術協会

公演演目：　夢と希望の創造空間　「Magic of MAGIC - Compilation-」

ブロック：　B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：　【第１部】楽しい合唱
　　　　　　　　　　　　　　 小学生　歌えバンバン等より数曲
　　　　　　　　　　　　　　 中学生　ハレルヤ等より数曲
　　　　　　　　【第4部】オペレッタ「あまんじゃくとうりこ姫」　他

ブロック：　Ｃ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：　【The　Ｇａｌｌｅｒｙ　of　Orchestra・・・音色の世界を旅しよう！】
　　　　　　　　～想像の翼を拡げよう！！・・・60人の音楽家が奏でる“音
　　　　　　　　　 のキャンバス”探訪！～
　　　　　　　　“音色を生み出す”原点への旅・・・オーケストラの世界を探
                  検しよう！　他

ブロック：　Ｃブロック

制作団体：　特定非営利活動法人　日本音楽集団

公演団体：　特定非営利活動法人　日本音楽集団

公演演目：　ごんぎつね

ブロック：　Bブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

オーケストラ等 7月3日 (月) 茨城県 筑西市 筑西市立協和中学校

10公演 7月4日 (火) 茨城県 行方市 行方市立北浦中学校

7月5日 (水) 東京都 江戸川区 江戸川区立中小岩小学校

7月6日 (木) 山梨県 富士吉田市 富士吉田市立下吉田中学校

7月7日 (金) 山梨県 小菅村 小菅村立小菅中学校

7月10日 (月) 東京都 江戸川区 江戸川区立船堀小学校

8月25日 (金) 千葉県 白井市 白井市立桜台小学校

9月4日 (月) 千葉県 鴨川市 鴨川市立江見小学校

9月5日 (火) 千葉県 八千代市 八千代市立萱田南小学校

9月25日 (月) 千葉市 千葉市 千葉市立稲浜小学校

オーケストラ等 10月11日 (水) 茨城県 北茨城市 北茨城市立精華小学校

13公演 10月12日 (木) 茨城県 鉾田市 鉾田市立諏訪小学校

10月13日 (金) 茨城県 鉾田市 鉾田市立串挽小学校

10月16日 (月) 東京都 品川区 品川区立宮前小学校

10月17日 (火) 東京都 八王子市 八王子市立船田小学校

10月24日 (火) 山梨県 上野原市 上野原市立上野原西中学校

10月25日 (水) 山梨県 甲州市 甲州市立塩山中学校

10月26日 (木) 山梨県 富士河口湖町 山梨県立ふじざくら支援学校

11月1日 (水) 千葉県 東金市 東金市立東金中学校

11月2日 (木) 千葉県 匝瑳市 匝瑳市立須賀小学校

11月7日 (火) 茨城県 つくばみらい市 つくばみらい市立谷井田小学校

11月8日 (水) 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市立七会小学校

11月9日 (木) 茨城県 稲敷市 稲敷市立桜川中学校

児童劇 11月6日 (月) 千葉県 市原市 市原市立辰巳台西小学校

21公演 11月7日 (火) 千葉県 木更津市 木更津市立金田中学校

11月8日 (水) 千葉県 成田市 成田市立前林小学校

11月9日 (木) 千葉県 銚子市 銚子市立船木小学校

11月10日 (金) 千葉県 野田市 野田市立柳沢小学校

11月13日 (月) 千葉県 富津市 富津市立青堀小学校

11月14日 (火) 茨城県 鉾田市 鉾田市立鉾田小学校

11月15日 (水) 茨城県 茨城町 茨城町立長岡小学校

11月16日 (木) 茨城県 石岡市 石岡市立小桜小学校

11月17日 (金) 茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎市立馴馬台小学校

11月20日 (月) 茨城県 常陸太田市 常陸太田市立西小沢小学校

11月21日 (火) 茨城県 常総市 常総市立玉小学校

11月22日 (水) 茨城県 坂東市 坂東市立逆井山小学校

11月24日 (金) 茨城県 古河市 古河市立古河第七小学校

11月27日 (月) 東京都 江戸川区 江戸川区立上小岩第二小学校

11月28日 (火) 東京都 小平市 小平市立小平第十三小学校

11月29日 (水) 山梨県 北杜市 北杜市立高根清里小学校

11月30日 (木) 山梨県 富士川町 山梨県立わかば支援学校ふじかわ分校

12月4日 (月) 千葉県 流山市 流山市立おおたかの森小学校

12月5日 (火) 千葉市 千葉市 千葉市立上の台小学校

12月6日 (水) 千葉市 千葉市 千葉市立稲毛小学校

児童劇 11月20日 (月) 茨城県 古河市 古河市立駒込小学校

12公演 11月21日 (火) 茨城県 筑西市 筑西市立新治小学校

11月22日 (水) 茨城県 茨城町 茨城町立葵小学校

11月27日 (月) 山梨県 笛吹市 笛吹市立一宮西小学校

11月28日 (火) 千葉県 八千代市 八千代市立村上小学校

11月29日 (水) 千葉市 千葉市 千葉市立あやめ台小学校

11月30日 (木) 千葉市 千葉市 千葉市立千城台東小学校

12月1日 (金) 千葉県 柏市 柏市立風早南部小学校

12月4日 (月) 千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦市立根形小学校

12月5日 (火) 東京都 葛飾区 葛飾区立新宿小学校

12月6日 (水) 東京都 文京区 文京区立根津小学校

12月7日 (木) 東京都 多摩市 多摩市立連光寺小学校

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：　Ｃブロック

制作団体：　有限会社　ひとみ座

公演団体：　人形劇団ひとみ座

公演演目：　人形劇「ズッコケ時間漂流記」

ブロック：　Ｃブロック

制作団体：　公益財団法人　新日本フィルハーモニー交響楽団

公演団体：　新日本フィルハーモニー交響楽団

公演演目：　・ロッシーニ／「ウィリアム･テル」序曲より
　　　　　　　　　「スイス軍隊の行進」
　　　　　　　　・スメタナ／連作交響詩「わが祖国」より“モルダウ”
　　　　　　　　・生徒とオーケストラの合奏　他

ブロック：　Ｃブロック

制作団体：　一般社団法人　ジャパン・シンフォニック・ウインズ

公演団体：  シエナ・ウインド・オーケストラ

公演演目：　【宮廷の音楽を聴いてみよう】　【管楽器のアンサンブルを
　　　　　　　　聴いてみよう】　【行進曲を聴いてみよう】　【リコーダー合奏
　　　　　　　　を聴いてみよう】　【リコーダーを演奏してオーケストラと共
　　　　　　　　演してみよう】【現代の吹奏楽を聴いてみよう】

ブロック：　Ｃブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

演劇 10月17日 (火) 千葉市 千葉市 千葉市立幕張中学校

11公演 10月19日 (木) 東京都 多摩市 多摩市立諏訪中学校

10月23日 (月) 山梨県 甲州市 甲州市立松里中学校

10月24日 (火) 山梨県 北杜市 北杜市立長坂中学校

10月25日 (水) 山梨県 北杜市 北杜市立甲陵中学校

10月26日 (木) 東京都 小金井市 小金井市立東中学校

10月27日 (金) 東京都 江東区 江東区立亀戸中学校

10月30日 (月) 千葉県 旭市 旭市立飯岡中学校

10月31日 (火) 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市立鹿島中学校

11月2日 (木) 千葉県 佐倉市 佐倉市立西志津小学校

11月24日 (金) 千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦市立長浦中学校

ミュージカル 10月10日 (火) 茨城県 高萩市 高萩市立高萩小学校

23公演 10月11日 (水) 茨城県 ひたちなか市 茨城大学教育学部附属特別支援学校

10月12日 (木) 茨城県 笠間市 笠間市立岩間第三小学校

10月13日 (金) 茨城県 小美玉市 小美玉市立下吉影小学校

10月16日 (月) 茨城県 筑西市 筑西市立嘉田生崎小学校

10月17日 (火) 茨城県 筑西市 筑西市立川島小学校

10月18日 (水) 茨城県 つくば市 つくば市立田水山小学校

10月19日 (木) 茨城県 守谷市 つくば国際大学東風小学校

10月20日 (金) 茨城県 取手市 取手市立桜が丘小学校

10月23日 (月) 千葉県 市原市 市原市立国分寺台西小学校

10月24日 (火) 千葉県 成田市 成田市立津富浦小学校

10月25日 (水) 千葉県 大網白里市 大網白里市立季美の森小学校

10月26日 (木) 千葉県 富津市 富津市立飯野小学校

10月27日 (金) 千葉県 栄町 栄町立安食台小学校

10月30日 (月) 東京都 中野区 中野区立鷺宮小学校

10月31日 (火) 千葉県 流山市 流山市立向小金小学校

11月1日 (水) 千葉県 船橋市 船橋市立豊富小学校

11月2日 (木) 千葉市 千葉市 千葉市立越智小学校

11月6日 (月) 山梨県 都留市 都留市立禾生第一小学校

11月7日 (火) 千葉県 松戸市 松戸市立南部小学校

11月9日 (木) 千葉市 千葉市 千葉市立泉谷小学校

11月10日 (金) 千葉市 千葉市 千葉市立真砂第五小学校

11月14日 (火) 東京都 三宅村 三宅村立三宅小学校

バレエ 10月17日 (火) 千葉県 流山市 流山市立鰭ヶ崎小学校

15公演 10月18日 (水) 茨城県 坂東市 坂東市立長須小学校

10月19日 (木) 千葉県 柏市 柏市立旭東小学校

10月20日 (金) 千葉県 松戸市 松戸市立六実第二小学校

10月24日 (火) 東京都 葛飾区 葛飾区立柴原小学校

10月25日 (水) 千葉県 市原市 市原市立牛久小学校

10月26日 (木) 東京都 日野市 日野市立日野第八小学校

10月27日 (金) 東京都 日野市 日野市立南平小学校

10月31日 (火) 山梨県 北杜市 北杜市立須玉中学校

11月1日 (水) 山梨県 笛吹市 笛吹市立石和西小学校

11月2日 (木) 山梨県 甲州市 甲州市立松里小学校

11月7日 (火) 茨城県 鉾田市 鉾田市立旭東小学校

11月8日 (水) 茨城県 鉾田市 鉾田市立旭南小学校

11月9日 (木) 茨城県 下妻市 下妻市立総上小学校

11月10日 (金) 茨城県 桜川市 桜川市立岩瀬小学校

歌舞伎・能楽 6月12日 (月) 東京都 練馬区 練馬区立向山小学校

14公演 6月13日 (火) 茨城県 鉾田市 鉾田市立野友小学校

6月14日 (水) 東京都 北区 東京都立北特別支援学校

6月15日 (木) 東京都 台東区 台東区立大正小学校

6月16日 (金) 東京都 東久留米市 東久留米市立神宝小学校

7月3日 (月) 千葉県 松戸市 松戸市立新松戸西小学校

7月4日 (火) 茨城県 つくば市 つくば市立二の宮小学校

7月5日 (水) 茨城県 つくば市 つくば市立谷田部東中学校

7月6日 (木) 千葉県 市原市 市原市立有秋東小学校

7月7日 (金) 千葉県 栄町 栄町立安食小学校

12月11日 (月) 千葉市 千葉市 千葉市立真砂東小学校

12月12日 (火) 山梨県 北杜市 北杜市立長坂小学校

12月13日 (水) 山梨県 甲斐市 甲斐市立敷島北小学校

12月14日 (木) 東京都 杉並区 杉並区立済美小学校

制作団体：　公益財団法人　大槻能楽堂

公演団体：　公益財団法人　大槻能楽堂

公演演目：　みんなの「能」物語
　　　　　　　　ストーリー説明
　　　　　　　　能楽鑑賞「大会」

ブロック：　Ｃブロック

制作団体：　有限会社　青年劇場

公演団体：　秋田雨雀・土方与志記念　青年劇場

公演演目：　博士の愛した数式

ブロック：　Ｃ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：　Ｃブロック

制作団体：　株式会社　Ｂ.シャンブルウエスト

公演団体：　バレエシャンブルウエスト

公演演目：　くるみ割り人形

ブロック：　Ｃブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

邦楽 7月4日 (火) 千葉県 松戸市 松戸市立新松戸南小学校

9公演 9月26日 (火) 東京都 杉並区 杉並区立高井戸東小学校

9月27日 (水) 東京都 杉並区 杉並区立泉南中学校

10月3日 (火) 千葉県 八千代市 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校

10月4日 (水) 東京都 稲城市 稲城市立第六中学校

10月5日 (木) 東京都 練馬区 練馬区立早宮小学校

10月12日 (木) 東京都 小平市 小平市立小平第七小学校

10月13日 (金) 東京都 杉並区 杉並区立浜田山小学校

10月25日 (水) 茨城県 笠間市 茨城県立友部東特別支援学校

邦舞 6月26日 (月) 茨城県 北茨城市 北茨城市立中妻小学校

12公演 6月27日 (火) 茨城県 鉾田市 鉾田市立当間小学校

6月28日 (水) 茨城県 石岡市 石岡市立三村小学校

6月29日 (木) 茨城県 つくば市 つくば市立谷田部南小学校

7月10日 (月) 千葉県 鴨川市 鴨川市立田原小学校

7月11日 (火) 千葉県 市原市 市原市立三和中学校

7月12日 (水) 千葉市 千葉市 千葉市立椎名小学校

7月13日 (木) 千葉市 千葉市 千葉市立稲毛第二小学校

9月12日 (火) 東京都 江戸川区 江戸川区立下小岩小学校

9月13日 (水) 東京都 板橋区 板橋区立志村小学校

9月14日 (木) 東京都 立川市 立川市立若葉小学校

9月15日 (金) 東京都 八王子市 八王子市立陵南中学校

6月13日 (火) 長野県 青木村 青木村立青木小学校

6月14日 (水) 岐阜県 関市 関市立板取川中学校

7月11日 (火) 長野県 飯綱町 飯綱町立牟礼西小学校

7月12日 (水) 長野県 須坂市 須坂市立井上小学校

7月13日 (木) 愛知県 弥富市 弥富市立栄南小学校

9月12日 (火) 神奈川県 湯河原町 湯河原町立東台福浦小学校

9月13日 (水) 静岡県 藤枝市 藤枝市立藤枝中央小学校

9月14日 (木) 静岡県 島田市 島田市立島田第四小学校

9月15日 (金) 浜松市 浜松市 浜松市立双葉小学校

9月19日 (火) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立大森小学校

9月20日 (水) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立大高北小学校

9月26日 (火) 相模原市 相模原市 相模原市立千木良小学校

9月27日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立中川西小学校

9月28日 (木) 川崎市 川﨑市 川崎市立玉川中学校

6月5日 (月) 静岡市 静岡市 静岡市立新通小学校

6月6日 (火) 愛知県 田原市 田原市立清田小学校

6月7日 (水) 長野県 大鹿村 大鹿村立大鹿小学校

6月8日 (木) 愛知県 一宮市 一宮市立富士小学校

6月9日 (金) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立平針北小学校

6月12日 (月) 岐阜県 七宗町 七宗町立上麻生小学校

6月13日 (火) 岐阜県 八百津町 八百津町立潮見小学校

6月14日 (水) 岐阜県 中津川市 中津川市立山口小学校

6月15日 (木) 長野県 伊那市 伊那市立伊那北小学校

6月16日 (金) 愛知県 豊明市 豊明市立中央小学校

11月6日 (月) 神奈川県 平塚市 平塚市立みずほ小学校

11月7日 (火) 相模原市 相模原市 相模原市立南大野小学校

11月8日 (水) 川崎市 川﨑市 川崎市立さくら小学校

11月10日 (金) 神奈川県 川崎市 神奈川県立中原養護学校

11月13日 (月) 浜松市 浜松市 浜松市立二俣小学校

11月14日 (火) 静岡県 富士宮市 富士宮市立芝川中学校

11月15日 (水) 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立梅田中学校

11月16日 (木) 神奈川県 藤沢市 藤沢市立高砂小学校

11月17日 (金) 神奈川県 横須賀市 横須賀市立粟田小学校

11月20日 (月) 横浜市 横浜市 横浜市立並木中学校

11月21日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立東鴨居中学校

オーケストラ等

21公演

制作団体：　イマジネーションプラス　合同会社

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

公演演目：　【子どものためのジャズコンサート】
　　　　　　　　　【１】　「Ａ列車で行こう」
　　　　　　　　　【２】　「モーニン」　他

ブロック：　Dブロック

制作団体：　有限会社　古典空間

公演団体：　一般社団法人　義太夫協会

公演演目：　語ってみよう！義太夫節！

ブロック：　Ｃブロック

制作団体：　株式会社　BOX4628

公演団体：　沖縄伝統組踊 「子の会」

公演演目：　琉球舞踊上演作品「四つ竹」女踊り
　　　　　　　 組踊上演作品「万歳敵討仇討物　他

ブロック：　Ｃブロック

オーケストラ等

14公演

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

公演団体：　名古屋フィルハーモニー交響楽団

公演演目：　＜小学生プログラム＞
　　　　　　　　　　「あの“ジュピター”が体育館で楽しめる！」　他
　　　　　　　　 ＜中学生プログラム＞
　　　　　　　　　「“ダ・ダ・ダ・ダーン”だけじゃない！ ベートーヴェンの傑
                       作“運命”の世界へ…」　他

ブロック：　Dブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

6月7日 (水) 岐阜県 山県市 山県市立富岡小学校

6月8日 (木) 岐阜県 郡上市 郡上市立大和南小学校

6月9日 (金) 岐阜県 郡上市 郡上市立三城小学校

6月13日 (火) 相模原市 相模原市 相模原市立九沢小学校

6月14日 (水) 静岡県 河津町 河津町立河津中学校

6月15日 (木) 静岡市 静岡市 静岡市立長田西小学校

6月16日 (金) 愛知県 豊明市 豊明市立唐竹小学校

9月26日 (火) 川崎市 川﨑市 川崎市立王禅寺中央中学校

9月27日 (水) 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市立富士塚小学校

9月28日 (木) 相模原市 相模原市 相模原市立上溝小学校

9月29日 (金) 相模原市 相模原市 相模原市立谷口台小学校

9月25日 (月) 岐阜県 高山市 高山市立栃尾小学校

9月26日 (火) 岐阜県 郡上市 郡上市立大中小学校

9月27日 (水) 岐阜県 郡上市 郡上市立川合小学校

9月28日 (木) 岐阜県 郡上市 郡上市立和良小学校

9月29日 (金) 岐阜県 多治見市 多治見市立滝呂小学校

10月2日 (月) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立豊田小学校

10月3日 (火) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立御劔小学校

10月4日 (水) 岐阜県 中津川市 中津川市立加子母小学校

10月5日 (木) 長野県 喬木村 喬木村立喬木第一小学校

10月6日 (金) 愛知県 岡崎市 岡崎市立矢作北小学校

10月10日 (火) 愛知県 田原市 田原市立田原中部小学校

10月11日 (水) 愛知県 田原市 田原市立六連小学校

10月12日 (木) 愛知県 新城市 新城市立東陽小学校

10月16日 (月) 長野県 佐久市 佐久市立中佐都小学校

10月19日 (木) 愛知県 安城市 安城市立里町小学校

10月20日 (金) 静岡市 静岡市 静岡市立清水中河内小学校

10月23日 (月) 愛知県 春日井市 春日井市立中央台小学校

10月25日 (水) 愛知県 南知多町 南知多町立日間賀小学校

10月27日 (金) 静岡県 磐田市 磐田市立豊田南小学校

10月30日 (月) 神奈川県 綾瀬市 綾瀬市立綾南小学校

10月31日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立港南台第一小学校

11月1日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立南太田小学校

11月2日 (木) 神奈川県 松田町 松田町立松田小学校

11月6日 (月) 横浜市 横浜市 横浜市立川上小学校

10月4日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立日野小学校

10月5日 (木) 静岡市 静岡市 静岡市立玉川小学校

10月6日 (金) 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10日 (火) 愛知県 南知多町 南知多町立師崎中学校

10月11日 (水) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立若葉中学校

10月12日 (木) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立あずま中学校

10月13日 (金) 長野県 飯田市 飯田市立千栄小学校

10月16日 (月) 岐阜県 飛騨市 飛騨市立山之村小中学校

10月17日 (火) 長野県 麻績村 麻績村筑北村学校組合立筑北中学校

10月18日 (水) 愛知県 岡崎市 岡崎市立常磐小学校

10月19日 (木) 愛知県 豊橋市 豊橋市立花田小学校

10月20日 (金) 岐阜県 瑞穂市 瑞穂市立本田小学校

10月23日 (月) 静岡県 裾野市 裾野市立東中学校

10月24日 (火) 神奈川県 綾瀬市 綾瀬市立早園小学校

10月25日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立二つ橋小学校

10月26日 (木) 横浜市 横浜市 横浜市立鴨志田第一小学校

10月27日 (金) 相模原市 相模原市 相模原市立鳥屋中学校

10月30日 (月) 神奈川県 横須賀市 横須賀市立北下浦小学校

10月31日 (火) 横浜市 横浜市 横浜市立桂台小学校

演劇

19公演

制作団体：　株式会社　劇団俳小

公演団体：　劇団俳小

公演演目：　トキワ荘の夏

ブロック：　Dブロック

オーケストラ等

11公演

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

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」
　　　　　　　　ルロイ・アンダーソン：舞踏会の美女
　　　　　　　　モーツァルト：「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より“第１
                  楽章”　他

ブロック：　Dブロック

児童劇

24公演

制作団体：　公益社団法人　教育演劇研究協会

公演団体：　劇団たんぽぽ

公演演目：　グリックの冒険

ブロック：　Dブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

6月8日 (木) 横浜市 横浜市 横浜市立鴨居小学校

6月9日 (金) 横浜市 横浜市 横浜市立本牧南小学校

6月12日 (月) 岐阜県 羽島市 羽島市立小熊小学校

6月13日 (火) 岐阜県 大垣市 大垣市立東小学校

6月15日 (木) 岐阜県 可児市 可児市立帷子小学校

6月16日 (金) 岐阜県 下呂市 下呂市立下原小学校

6月19日 (月) 静岡県 掛川市 掛川市立原谷小学校

6月20日 (火) 愛知県 西尾市 西尾市立八ツ面小学校

6月22日 (木) 神奈川県 三浦市 三浦市立三崎小学校

6月23日 (金) 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市立稲村ヶ崎小学校

10月2日 (月) 川崎市 川崎市 川崎市立西丸子小学校

10月3日 (火) 相模原市 相模原市 相模原市立田名北小学校

10月4日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立竹山小学校

10月5日 (木) 川崎市 川崎市 川崎市立小倉小学校

10月10日 (火) 岐阜県 飛騨市 飛騨市立古川小学校

10月11日 (水) 岐阜県 郡上市 郡上市立那留小学校

10月12日 (木) 岐阜県 郡上市 郡上市立大和第一北小学校

10月13日 (金) 岐阜県 郡上市 郡上市立大和西小学校

10月16日 (月) 愛知県 岩倉市 岩倉市立岩倉東小学校

10月17日 (火) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立大和小学校

10月18日 (水) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立中根小学校

10月19日 (木) 愛知県 新城市 新城市立東郷東小学校

10月20日 (金) 愛知県 東栄町 東栄町立東栄小学校

10月23日 (月) 静岡県 沼津市 沼津市立第五中学校

10月24日 (火) 神奈川県 小田原市 小田原市立報徳小学校

10月25日 (水) 神奈川県 横須賀市 横須賀市立走水小学校

10月26日 (木) 神奈川県 三浦市 三浦市立南下浦小学校

10月27日 (金) 静岡県 富士宮市 富士宮市立北山小学校

6月23日 (金) 神奈川県 横須賀市 横須賀市立ろう学校

6月26日 (月) 静岡県 裾野市 裾野市立富岡第二小学校

6月28日 (水) 相模原市 相模原市 相模原市立串川小学校

9月25日 (月) 岐阜県 郡上市 郡上市立明宝小学校

9月27日 (水) 愛知県 扶桑町 扶桑町立高雄小学校

9月29日 (金) 愛知県 扶桑町 扶桑町立山名小学校

10月2日 (月) 岐阜県 岐阜市 岐阜市立藍川小学校

10月4日 (水) 岐阜県 富加町 美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校

10月6日 (金) 岐阜県 海津市 海津市立石津小学校

10月11日 (水) 岐阜県 羽島市 羽島市立桑原小学校

10月13日 (金) 愛知県 常滑市 常滑市立小鈴谷小学校

10月16日 (月) 愛知県 安城市 安城市立明和小学校

10月18日 (水) 愛知県 新城市 新城市立新城中学校

10月20日 (金) 静岡県 掛川市 掛川市立大須賀中学校

11月28日 (火) 岐阜県 関市 関市立安桜小学校

11月29日 (水) 名古屋市 名古屋市 名古屋市立山吹小学校

11月30日 (木) 岐阜県 各務原市 各務原市立蘇原中学校

12月1日 (金) 愛知県 豊田市 豊田市立駒場小学校

12月4日 (月) 岐阜県 高山市 高山市立国府中学校

12月5日 (火) 愛知県 豊橋市 豊橋市立新川小学校

12月6日 (水) 愛知県 東栄町 東栄町立東栄中学校

12月7日 (木) 浜松市 浜松市 浜松市立南の星小学校

12月8日 (金) 浜松市 浜松市 浜松市立中部中学校

12月11日 (月) 川崎市 川崎市 川崎市立東菅小学校

12月12日 (火) 愛知県 豊橋市 豊橋市立中部中学校

12月14日 (木) 愛知県 豊田市 豊田市立小原中部小学校

バレエ

14公演

制作団体：　有限会社　小林バレエ事務所

公演団体：　小林紀子バレエ・シアター

公演演目：　・ソリテイル
　　　　　　　 ・Movement Caprice
　　　　　　　 ・コート・ダンス・パレード　他

ブロック：　Dブロック

歌舞伎・能楽

12公演

制作団体：　公益財団法人　片山家能楽・京舞保存財団

公演団体：　公益財団法人　片山家能楽・京舞保存財団

公演演目：　能「敦盛」

ブロック：　Dブロック

演劇

10公演

制作団体：　トム・プロジェクト　株式会社

公演団体：　トム・プロジェクト

公演演目：　だいだいの空

ブロック：　Dブロック

ミュージカル

18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「ロはロボットのロ」

ブロック：　Dブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

11月9日 (木) 川崎市 川崎市 川崎市立虹ヶ丘小学校

11月10日 (金) 横浜市 横浜市 横浜市立釜利谷小学校

11月14日 (火) 神奈川県 松田町 松田町立松田中学校

11月15日 (水) 静岡県 焼津市 焼津市立和田小学校

11月16日 (木) 静岡県 焼津市 焼津市立豊田小学校

11月17日 (金) 静岡県 袋井市 袋井市立袋井東小学校

11月20日 (月) 神奈川県 逗子市 逗子市立池子小学校

11月21日 (火) 愛知県 岡崎市 岡崎市立三島小学校

11月22日 (水) 愛知県 豊田市 豊田市立古瀬間小学校

11月24日 (金) 長野県 飯田市 飯田市立和田小学校

11月27日 (月) 岐阜県 郡上市 郡上市立高鷲北小学校

11月28日 (火) 岐阜県 関市 関市立武儀東小学校

11月29日 (水) 岐阜県 海津市 海津市立海西小学校

11月30日 (木) 岐阜県 海津市 海津市立西江小学校

12月1日 (金) 愛知県 大府市 大府市立神田小学校

6月7日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立すすき野小学校

6月9日 (金) 横浜市 横浜市 横浜市立あざみ野第一小学校

6月13日 (火) 静岡県 三島市 三島市立錦田中学校

6月14日 (水) 静岡県 富士市 富士市立田子浦中学校

6月16日 (金) 横浜市 横浜市 横浜市立白根小学校

6月28日 (水) 横浜市 横浜市 横浜市立三保小学校

6月29日 (木) 相模原市 相模原市 相模原市立若松小学校

6月30日 (金) 神奈川県 伊勢原市 伊勢原市立大田小学校

9月22日 (金) 川崎市 川崎市 川崎市立旭町小学校

9月27日 (水) 岐阜県 岐阜市 岐阜市立加納中学校

9月28日 (木) 岐阜県 山県市 山県市立いわ桜小学校

9月29日 (金) 岐阜県 郡上市 郡上市立口明方小学校

10月3日 (火) 長野県 東御市 東御市立北御牧小学校

10月4日 (水) 長野県 佐久市 佐久市立岩村田小学校

10月6日 (金) 神奈川県 山北町 山北町立川村小学校

12月4日 (月) 愛知県 南知多町 南知多町立師崎小学校

12月5日 (火) 愛知県 南知多町 南知多町立内海中学校

12月6日 (水) 愛知県 東浦町 東浦町立石浜西小学校

12月12日 (火) 浜松市 浜松市 浜松市立追分小学校

12月13日 (水) 浜松市 浜松市 浜松市立南部中学校

6月12日 (月) 横浜市 横浜市 横浜市立上山小学校

6月13日 (火) 神奈川県 三浦市 三浦市立剣崎小学校

6月14日 (水) 神奈川県 三浦市 三浦市立岬陽小学校

6月15日 (木) 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市立植木小学校

6月16日 (金) 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立緑が浜小学校

6月19日 (月) 相模原市 相模原市 相模原市立中野小学校

6月20日 (火) 相模原市 相模原市 相模原市立相原小学校

6月21日 (水) 相模原市 相模原市 相模原市立夢の丘小学校

6月22日 (木) 相模原市 相模原市 相模原市立東林小学校

6月23日 (金) 横浜市 横浜市 横浜市立高田東小学校

6月26日 (月) 静岡県 下田市 下田市立白浜小学校

6月27日 (火) 静岡県 西伊豆町 西伊豆町立田子小学校

6月28日 (水) 静岡市 静岡市 静岡市立玉川中学校

6月29日 (木) 浜松市 浜松市 浜松市立竜禅寺小学校

6月30日 (金) 愛知県 半田市 半田市立乙川東小学校

7月3日 (月) 愛知県 設楽町 設楽町立名倉小学校

7月4日 (火) 岐阜県 中津川市 中津川市立高山小学校

7月5日 (水) 長野県 長野市 長野市立芹田小学校

7月6日 (木) 長野県 長野市 長野市立戸隠小学校

7月7日 (金) 岐阜県 中津川市 中津川市立阿木小学校

7月10日 (月) 岐阜県 郡上市 郡上市立大和北小学校

7月11日 (火) 岐阜県 本巣市 本巣市立席田小学校

邦楽

20公演

制作団体：　オーラＪ

公演団体：　オーラＪ

公演演目：　邦楽器による伝説舞台　—羽衣—

ブロック：　Dブロック

演芸

22公演

制作団体：　株式会社　プロシードアーツ

公演団体：　ちびっ子寄席

公演演目：　ちびっ子寄席

ブロック：　Dブロック

人形浄瑠璃

15公演

制作団体：　株式会社　糸あやつり人形一糸座

公演団体：　糸あやつり人形　一糸座

公演演目：　・三番叟
                 ・戻り橋
                 ・釣女

ブロック：　Dブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

9月11日 (月) 富山県 氷見市 氷見市立上庄小学校

9月12日 (火) 富山県 黒部市 黒部市立宇奈月小学校

9月13日 (水) 福井県 小浜市 小浜市立小浜中学校

9月14日 (木) 福井県 越前市 越前市武生南小学校

9月15日 (金) 京都市 京都市 京都市立朱雀第二小学校

9月19日 (火) 京都市 京都市 京都市立羽束師小学校

9月20日 (水) 京都府 木津川市 木津川市立上狛小学校

10月2日 (月) 福井県 福井市 福井工業大学附属福井中学校

10月3日 (火) 石川県 小松市 小松市立安宅小学校

10月4日 (水) 石川県 小松市 小松市立向本折小学校

10月16日 (月) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立吉原小学校

10月17日 (火) 京都府 福知山市 福知山市立天津小学校

10月18日 (水) 京都府 福知山市 福知山市立有仁小学校

6月13日 (火) 富山県 氷見市 氷見市立十三中学校

6月14日 (水) 富山県 南砺市 南砺市立福光中部小学校

6月15日 (木) 石川県 珠洲市 珠洲市立緑丘中学校

6月16日 (金) 石川県 加賀市 加賀市立動橋小学校

6月27日 (火) 新潟県 佐渡市 佐渡市立河原田小学校

6月28日 (水) 新潟市 新潟市 新潟市立葛塚中学校

7月11日 (火) 福井県 福井市 福井市六条小学校

7月12日 (水) 京都府 福知山市 福知山市立川口中学校

7月13日 (木) 京都府 長岡京市 長岡京市立長法寺小学校

10月30日 (月) 京都市 京都市 京都市立朱雀第六小学校

10月31日 (火) 京都市 京都市 京都市立南太秦小学校

11月1日 (水) 京都府 城陽市 城陽市立寺田西小学校

11月2日 (木) 京都府 城陽市 城陽市立青谷小学校

10月17日 (火) 福井県 敦賀市 敦賀市立敦賀南小学校

10月18日 (水) 京都市 京都市 京都市立乾隆小学校

10月19日 (木) 京都府 長岡京市 長岡京市立長岡第四小学校

10月23日 (月) 富山県 黒部市 黒部市立たかせ小学校

10月24日 (火) 富山県 入善町 入善町立入善小学校

10月25日 (水) 新潟県 上越市 上越市立飯小学校

10月26日 (木) 新潟市 新潟市 新潟市立坂井輪中学校

11月8日 (水) 富山県 魚津市 魚津市立西部中学校

11月9日 (木) 石川県 金沢市 金沢市立諸江町小学校

11月10日 (金) 福井県 坂井市 坂井市立坂井中学校

6月15日 (木) 京都市 京都市 京都市立石田小学校

6月16日 (金) 京都府 南丹市 南丹市立胡麻郷小学校

6月19日 (月) 京都府 城陽市 城陽市立深谷小学校

6月20日 (火) 京都府 長岡京市 長岡京市立神足小学校

6月21日 (水) 京都府 亀岡市 亀岡市立城西小学校

6月22日 (木) 京都府 京丹波町 京丹波町立和知小学校

6月23日 (金) 京都府 綾部市 綾部市立西八田小学校

6月26日 (月) 福井県 敦賀市 敦賀市立黒河小学校

6月27日 (火) 福井県 敦賀市 敦賀市立松原小学校

6月28日 (水) 福井県 敦賀市 敦賀市立敦賀北小学校

6月30日 (金) 福井県 大野市 大野市有終西小学校

7月3日 (月) 福井県 越前町 越前町立織田小学校

7月4日 (火) 福井県 坂井市 坂井市立春江西小学校

7月5日 (水) 福井県 坂井市 坂井市立高椋小学校

7月6日 (木) 石川県 小松市 小松市立稚松小学校

7月7日 (金) 石川県 津幡町 津幡町立津幡小学校

7月10日 (月) 富山県 富山市 富山市立八幡小学校

7月11日 (火) 富山県 富山市 富山市立大庄小学校

9月28日 (木) 新潟県 上越市 上越市立高田西小学校

9月29日 (金) 新潟県 上越市 上越市立大和小学校

10月2日 (月) 新潟県 南魚沼市 南魚沼市立後山小学校

10月3日 (火) 新潟県 長岡市 長岡市立下塩小学校

10月4日 (水) 新潟県 阿賀野市 阿賀野市立神山小学校

オーケストラ等

13公演

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：　バーンスタイン 「キャンディード」序曲
　　　　　　　　なかむらたかし大阪交響楽団オリジナル楽器紹介“オーケ
                  ストラの仲間たち”
　　　　　　　　「ウエストサイド物語」    他

ブロック：　Eブロック

オーケストラ等

10公演

制作団体：　東京佼成ウインドオーケストラ

公演団体　：東京佼成ウインドオーケストラ

公演演目：　①金管楽器の原点　②木管楽器の原点
　　　　　　　 ⑧歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への行列　他

ブロック：　Eブロック

児童劇

23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：　Eブロック

オーケストラ等

13公演

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
                 曲より第１楽章・第２楽章
　　　　　　　 J.S.バッハ/管弦楽組曲　第3番　ニ長調　BWV1068　他

ブロック：　Eブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

6月7日 (水) 福井県 若狭町 若狭町立野木小学校

6月8日 (木) 福井県 敦賀市 敦賀市立粟野南小学校

6月9日 (金) 石川県 小松市 小松市立木場小学校

6月10日 (土) 福井県 あわら市 あわら市細呂木小学校

7月3日 (月) 富山県 富山市 富山市立古沢小学校

7月4日 (火) 富山県 立山町 立山町立高野小学校

7月5日 (水) 石川県 珠洲市 石川県立七尾特別支援学校珠洲分校

7月6日 (木) 富山県 富山市 富山県立ふるさと支援学校

9月25日 (月) 新潟県 村上市 村上市立さんぽく南小学校

9月26日 (火) 新潟県 三条市 三条市立西鱈田小学校

9月27日 (水) 新潟県 上越市 上越市立上雲寺小学校

9月28日 (木) 新潟県 上越市 上越市立上下浜小学校

9月29日 (金) 富山県 富山市 富山市立福沢小学校

10月23日 (月) 京都府 福知山市 福知山市立美河小学校

10月24日 (火) 京都府 福知山市 福知山市立下六人部小学校

10月25日 (水) 京都府 福知山市 福知山市立美鈴小学校

10月26日 (木) 京都府 京丹後市 京丹後市立かぶと山小学校

10月27日 (金) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立朝来小学校

12月12日 (火) 京都市 京都市 京都市立嵯峨野小学校

12月13日 (水) 京都市 京都市 京都市立大原野小学校

12月14日 (木) 京都市 京都市 京都市立祥豊小学校

12月15日 (金) 京都市 京都市 京都市立横大路小学校

10月25日 (水) 新潟県 柏崎市 柏崎市立枇杷島小学校

10月26日 (木) 新潟市 新潟市 新潟市立木戸小学校

10月27日 (金) 新潟県 長岡市 長岡市立栃尾東小学校

10月30日 (月) 京都府 福知山市 福知山市立上豊富小学校

10月31日 (火) 京都府 綾部市 綾部市立八田中学校

11月1日 (水) 京都府 京丹波町 京丹波町立和知中学校

11月2日 (木) 京都府 福知山市 福知山市立昭和小学校

11月6日 (月) 富山県 小矢部市 小矢部市立大谷中学校

11月7日 (火) 富山県 高岡市 高岡市立南条小学校

11月8日 (水) 石川県 小松市 小松市立西尾小学校

11月9日 (木) 福井県 大野市 大野市有終東小学校

11月10日 (金) 京都府 綾部市 綾部市立何北中学校

9月19日 (火) 新潟県 上越市 上越市立三郷小学校

9月20日 (水) 富山県 滑川市 滑川市立早月中学校

9月22日 (金) 富山県 富山市 富山市立水橋中部小学校

9月23日 (土) 石川県 羽咋市 羽咋市立余喜小学校

9月25日 (月) 富山県 富山市 富山市立西田地方小学校

9月26日 (火) 富山県 高岡市 高岡市立戸出東部小学校

9月27日 (水) 石川県 津幡町 津幡町立英田小学校

9月28日 (木) 石川県 白山市 白山市立広陽小学校

9月29日 (金) 福井県 坂井市 坂井市立兵庫小学校

10月2日 (月) 福井県 坂井市 坂井市立春江東小学校

10月3日 (火) 福井県 勝山市 福井県立奥越特別支援学校

10月4日 (水) 福井県 敦賀市 敦賀市立中央小学校

10月5日 (木) 福井県 美浜町 美浜町立美浜東小学校

10月6日 (金) 京都市 京都市 京都市立紫竹小学校

10月10日 (火) 福井県 小浜市 小浜市立西津小学校

10月11日 (水) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立倉梯小学校

10月12日 (木) 京都府 京丹後市 京丹後市立長岡小学校

10月13日 (金) 京都府 与謝野町 与謝野町立与謝小学校

10月16日 (月) 京都府 福知山市 福知山市立中六人部小学校

10月17日 (火) 京都府 亀岡市 亀岡市立西別院小学校

10月19日 (木) 京都市 京都市 京都市立宇多野小学校

児童劇

22公演

制作団体：　株式会社　ガイ氏ファンタジープロダクション

公演団体：　ガイ氏即興人形劇場

公演演目：　ごんぎつね
　　　　　　　 人形ファンタジー

ブロック：　Eブロック

演劇

12公演

制作団体：　有限会社　劇団銅鑼

公演団体：　有限会社　劇団銅鑼

公演演目：　ハンナのかばん

ブロック：　Eブロック

ミュージカル

21公演

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「ルドルフとイッパイアッテナ」

ブロック：　Eブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

6月27日 (火) 京都市 京都市 京都市立桂川中学校

6月28日 (水) 京都市 京都市 京都市立桃山中学校

6月29日 (木) 京都府 福知山市 福知山市立金谷小学校

6月30日 (金) 京都府 京丹後市 京丹後市立宇川小学校

7月3日 (月) 福井県 大野市 大野市阪谷小学校

7月4日 (火) 福井県 大野市 大野市富田小学校

7月5日 (水) 石川県 小松市 小松市立苗代小学校

7月6日 (木) 富山県 氷見市 氷見市立西條中学校

7月7日 (金) 富山県 上市町 上市町立白萩西部小学校

7月10日 (月) 新潟市 新潟市 新潟市立下山小学校

7月11日 (火) 新潟市 新潟市 新潟市立味方小学校

7月12日 (水) 新潟市 新潟市 新潟市立沼垂小学校

7月13日 (木) 新潟市 新潟市 新潟市立日和山小学校

7月14日 (金) 新潟県 津南町 津南町立芦ヶ崎小学校

9月19日 (火) 石川県 珠洲市 珠洲市立宝立小中学校

9月20日 (水) 石川県 能登町 能登町立柳田小学校

10月2日 (月) 京都市 京都市 京都市立梅津小学校

10月3日 (火) 京都市 京都市 京都市立嵐山東小学校

10月4日 (水) 福井県 越前町 越前町立宮崎中学校

10月5日 (木) 福井県 大野市 大野市有終南小学校

10月10日 (火) 京都府 京丹後市 京丹後市立久美浜中学校

10月11日 (水) 京都府 与謝野町 与謝野町立石川小学校

10月12日 (木) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立明倫小学校

10月13日 (金) 京都府 京丹後市 京丹後市立網野中学校

12月11日 (月) 新潟県 上越市 上越市立牧小学校

12月12日 (火) 富山県 富山市 富山市立山室小学校

12月13日 (水) 富山県 富山市 富山市立月岡中学校

12月14日 (木) 富山県 富山市 富山市立鵜坂小学校

12月15日 (金) 富山県 富山市 富山市立広田小学校

6月7日 (水) 福井県 越前市 越前市岡本小学校

7月3日 (月) 新潟市 新潟市 新潟市立中之口西小学校

7月4日 (火) 富山県 富山市 富山市立藤ノ木小学校

7月5日 (水) 富山県 富山市 富山市立新保小学校

9月26日 (火) 京都府 南丹市 京都府立園部高等学校附属中学校

9月27日 (水) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立若浦中学校

9月28日 (木) 京都府 京丹波町 京丹波町立蒲生野中学校

10月16日 (月) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立由良川小学校

9月19日 (火) 新潟県 加茂市 加茂市立葵中学校

9月20日 (水) 新潟県 魚沼市 魚沼市立堀之内中学校

9月21日 (木) 富山県 富山市 富山市立柳町小学校

9月22日 (金) 富山県 富山市 富山市立五福小学校

9月26日 (火) 富山県 富山市 富山市立老田小学校

9月27日 (水) 富山県 小矢部市 小矢部市立蟹谷小学校

9月28日 (木) 石川県 宝達志水町 宝達志水町立相見小学校

10月3日 (火) 石川県 小松市 小松市立犬丸小学校

10月4日 (水) 石川県 加賀市 加賀市立東谷口小学校

10月5日 (木) 石川県 小松市 小松市立中海小学校

10月6日 (金) 石川県 金沢市 金沢市立鳴和中学校

10月10日 (火) 京都市 京都市 京都市立鳳徳小学校

10月11日 (水) 京都府 綾部市 綾部市立綾部小学校

10月12日 (木) 京都府 福知山市 福知山市立佐賀小学校

10月13日 (金) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立高野小学校

10月16日 (月) 京都府 舞鶴市 舞鶴市立志楽小学校

10月17日 (火) 福井県 おおい町 おおい町立佐分利小学校

10月18日 (水) 福井県 敦賀市 敦賀市立敦賀西小学校

10月19日 (木) 福井県 敦賀市 敦賀市立東浦小学校

10月20日 (金) 福井県 坂井市 坂井市立三国南小学校

邦楽

20公演

制作団体：　一般社団法人　日本伝統芸術国際交流協会

公演団体：　さくらこまち和楽団

公演演目：　さくらこまち和楽団～いろはに邦楽～

ブロック：　Eブロック

現代舞踊

14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：　‐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：　Eブロック

歌舞伎・能楽

15公演

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「土蜘蛛」
　　　　　　　 狂言「柿山伏」

ブロック：　Eブロック

歌舞伎・能楽

8公演

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：　Eブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

7月10日 (月) 富山県 富山市 富山市立東部小学校

7月11日 (火) 富山県 射水市 射水市立射北中学校

7月12日 (水) 石川県 珠洲市 珠洲市立三崎中学校

7月13日 (木) 石川県 川北町 川北町立橘小学校

10月17日 (火) 福井県 南越前町 南越前町立南条中学校

10月18日 (水) 福井県 福井市 福井市上文殊小学校

10月19日 (木) 福井県 小浜市 小浜市立中名田小学校

10月20日 (金) 京都府 与謝野町 与謝野町立岩滝小学校

10月23日 (月) 京都府 木津川市 木津川市立相楽小学校

10月24日 (火) 京都市 京都市 京都市立楽只小学校

10月25日 (水) 京都市 京都市 京都市立梅津北小学校

10月26日 (木) 京都市 京都市 京都市立山階小学校

10月27日 (金) 京都府 南丹市 南丹市立八木中学校

6月12日 (月) 和歌山県 海南市 海南市立東海南中学校

6月13日 (火) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立伏虎義務教育学校

6月14日 (水) 堺市 堺市 堺市立登美丘西小学校

6月15日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立春日出小学校

6月16日 (金) 大阪府 八尾市 八尾市立八尾小学校

6月19日 (月) 三重県 津市 津市立西橋内中学校

6月20日 (火) 三重県 津市 津市立神戸小学校

6月21日 (水) 奈良県 大和高田市 大和高田市立陵西小学校

6月22日 (木) 奈良県 奈良市 奈良市立辰市小学校

6月23日 (金) 滋賀県 東近江市 東近江市立八日市南小学校

11月28日 (火) 滋賀県 長浜市 長浜市立伊香具小学校

11月29日 (水) 滋賀県 長浜市 長浜市立七尾小学校

11月30日 (木) 滋賀県 野洲市 滋賀県立野洲養護学校

12月1日 (金) 大阪府 豊能町 豊能町立東能勢小学校

9月25日 (月) 三重県 熊野市 熊野市立有馬中学校

9月26日 (火) 三重県 伊賀市 伊賀市立柘植小学校

9月27日 (水) 三重県 南伊勢町 南伊勢町立南島西小学校

9月28日 (木) 滋賀県 東近江市 東近江市立能登川東小学校

9月29日 (金) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立雲井小学校

10月17日 (火) 奈良県 桜井市 桜井市立纒向小学校

10月18日 (水) 滋賀県 彦根市 彦根市立城西小学校

10月19日 (木) 滋賀県 守山市 守山市立吉身小学校

10月25日 (水) 奈良県 五條市 五條市立牧野小学校

10月26日 (木) 大阪府 大阪市 大阪府立住之江支援学校         

10月27日 (金) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立川永小学校

11月6日 (月) 堺市 堺市 堺市立茶山台小学校

11月7日 (火) 大阪府 豊中市 豊中市立桜井谷小学校

11月8日 (水) 和歌山県 橋本市 橋本市立境原小学校

11月9日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立鷹合小学校

11月10日 (金) 大阪府 豊中市 豊中市立豊島北小学校

9月13日 (水) 大阪府 和泉市 和泉市立黒鳥小学校

9月14日 (木) 大阪府 泉南市 泉南市立樽井小学校

9月15日 (金) 大阪府 枚方市 枚方市立桜丘北小学校

9月19日 (火) 和歌山県 有田川町 有田川町立御霊小学校

9月20日 (水) 和歌山県 有田川町 有田川町立田殿小学校

9月21日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立九条南小学校

9月22日 (金) 奈良県 五條市 五條市立野原小学校

10月17日 (火) 三重県 伊勢市 伊勢市立大湊小学校

10月18日 (水) 三重県 熊野市 熊野市立有馬小学校

10月19日 (木) 奈良県 十津川村 十津川村立十津川第一小学校

10月20日 (金) 三重県 紀宝町 紀宝町立成川小学校

10月23日 (月) 滋賀県 大津市 大津市立和邇小学校

10月24日 (火) 滋賀県 東近江市 東近江市立蒲生西小学校

10月25日 (水) 滋賀県 湖南市 滋賀県立三雲養護学校

10月26日 (木) 滋賀県 草津市 草津市立志津小学校

オーケストラ等

16公演

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

公演団体：　神奈川フィルハーモニー管弦楽団

公演演目：　１．歌劇「カルメン」より前奏曲
　　　　　　　 ２．「アルルの女」第２組曲から“ファランドール”　他

ブロック：　Fブロック

オーケストラ等

15公演

制作団体：　認定特定非営利活動法人　中部フィルハーモニー交響楽
団

公演団体：　中部フィルハーモニー交響楽団

公演演目：　オッフェンバック：喜歌劇「天国と地獄」序曲より
　　　　　　　 すぎやまこういち：交響組曲「ドラゴンクエストⅢ」より “そし
                 て伝説へ”　他

ブロック：　Fブロック

演芸

13公演

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：　・牛ほめ
          　　  ・初天神

ブロック：　Eブロック

合唱

14公演

制作団体：　公益財団法人　新国立劇場運営財団

公演団体：　新国立劇場合唱団

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

ブロック：　Fブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

11月7日 (火) 三重県 伊勢市 伊勢市立進修小学校

11月8日 (水) 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立国府小学校

11月9日 (木) 滋賀県 米原市 米原市立坂田小学校

11月10日 (金) 滋賀県 東近江市 東近江市立愛東南小学校

11月11日 (土) 滋賀県 長浜市 長浜市立びわ南小学校

11月13日 (月) 滋賀県 長浜市 長浜市立浅井小学校

11月14日 (火) 奈良県 橿原市 橿原市立真菅北小学校

11月15日 (水) 奈良県 大和郡山市 大和郡山市立矢田南小学校

11月16日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立堀江小学校

11月17日 (金) 大阪府 大阪市 大阪府立西淀川支援学校        

11月20日 (月) 三重県 桑名市 三重県立くわな特別支援学校

11月21日 (火) 三重県 桑名市 桑名市立大山田北小学校

11月29日 (水) 三重県 東員町 東員町立神田小学校

11月30日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立八幡屋小学校

12月1日 (金) 大阪府 泉大津市 泉大津市立上條小学校

12月4日 (月) 堺市 堺市 堺市立深阪小学校

12月5日 (火) 堺市 堺市 堺市立西陶器小学校

12月6日 (水) 堺市 堺市 堺市立竹城台小学校

12月7日 (木) 大阪府 和泉市 和泉市立幸小学校

12月8日 (金) 和歌山県 紀の川市 紀の川市立上名手小学校

12月11日 (月) 和歌山県 日高川町 日高川町立山野小学校

12月12日 (火) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立今福小学校

12月13日 (水) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立三田小学校

12月14日 (木) 滋賀県 大津市 大津市立下阪本小学校

10月24日 (火) 滋賀県 東近江市 東近江市立八日市西小学校

10月25日 (水) 滋賀県 湖南市 湖南市立水戸小学校

10月26日 (木) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立城山中学校

10月27日 (金) 滋賀県 米原市 米原市立大原小学校

10月30日 (月) 奈良県 上北山村 上北山村立上北山中学校

10月31日 (火) 奈良県 天理市 天理市立西中学校

11月1日 (水) 大阪府 摂津市 摂津市立鳥飼小学校

11月2日 (木) 滋賀県 米原市 米原市立春照小学校

11月6日 (月) 三重県 津市 津市立榊原小学校

11月7日 (火) 三重県 津市 津市立敬和小学校

11月8日 (水) 三重県 志摩市 志摩市立神明小学校

11月9日 (木) 三重県 名張市 名張市立比奈知小学校

11月10日 (金) 三重県 伊賀市 伊賀市立島ヶ原中学校

11月13日 (月) 和歌山県 田辺市 田辺市立秋津川小学校

11月14日 (火) 和歌山県 有田川町 有田川町立金屋中学校

11月15日 (水) 和歌山県 紀美野町 紀美野町立美里中学校

11月16日 (木) 大阪府 泉佐野市 泉佐野市立佐野台小学校

11月17日 (金) 大阪市 大阪市 大阪市立宝栄小学校

12月11日 (月) 滋賀県 大津市 大津市立伊香立中学校

12月12日 (火) 堺市 堺市 堺市立五箇荘東小学校

12月13日 (水) 和歌山県 橋本市 橋本市立あやの台小学校

演劇

21公演

制作団体：　株式会社　デラシネラ

公演団体：　カンパニーデラシネラ

公演演目：　ロミオとジュリエット

ブロック：　Fブロック

児童劇

24公演

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：　アラビアンナイト～魔法のランプと明日のヒカリ～

ブロック：　Fブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

9月15日 (金) 滋賀県 近江八幡市 近江八幡市立安土中学校

9月16日 (土) 大阪市 大阪市 大阪市立住吉小学校

9月19日 (火) 大阪府 泉南市 泉南市立西信達小学校

9月20日 (水) 大阪府 泉南市 泉南市立東小学校

9月21日 (木) 大阪府 阪南市 阪南市立朝日小学校

9月22日 (金) 和歌山県 岩出市 岩出市立上岩出小学校

9月25日 (月) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立甲南第三小学校

9月26日 (火) 滋賀県 湖南市 湖南市立菩提寺小学校

9月27日 (水) 奈良県 香芝市 香芝市立鎌田小学校

9月28日 (木) 堺市 堺市 堺市立庭代台小学校

9月29日 (金) 堺市 堺市 堺市立新浅香山小学校

10月12日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立西淡路小学校

10月13日 (金) 和歌山県 みなべ町 みなべ町立南部中学校

10月15日 (日) 和歌山県 日高川町 日高川町立寒川第一小学校

10月18日 (水) 三重県 東員町 東員町立三和小学校

10月19日 (木) 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立神戸小学校

10月20日 (金) 奈良県 五條市 五條市立阿太小学校

10月24日 (火) 和歌山県 北山村 北山村立北山小学校

10月25日 (水) 三重県 御浜町 御浜町立御浜中学校

10月26日 (木) 三重県 伊勢市 伊勢市立御薗小学校

10月27日 (金) 三重県 鳥羽市 鳥羽市立安楽島小学校

10月30日 (月) 三重県 志摩市 志摩市立安乗小学校

11月7日 (火) 滋賀県 米原市 米原市立米原小学校

11月8日 (水) 滋賀県 長浜市 長浜市立東中学校

11月13日 (月) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立甲南第二小学校

11月14日 (火) 三重県 桑名市 桑名市立星見ヶ丘小学校

11月15日 (水) 三重県 津市 三重県立聾学校

11月16日 (木) 三重県 志摩市 志摩市立志島小学校

11月20日 (月) 和歌山県 海南市 海南市立大野小学校

11月21日 (火) 和歌山県 海南市 海南市立下津第一中学校

11月22日 (水) 和歌山県 紀の川市 紀の川市立打田中学校

11月24日 (金) 大阪府 泉南市 泉南市立鳴滝小学校

11月29日 (水) 大阪府 大阪市 大阪府立平野支援学校         

11月30日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立福小学校

12月5日 (火) 大阪府 守口市 大阪府立守口支援学校         

12月6日 (水) 奈良県 香芝市 香芝市立香芝北中学校

12月7日 (木) 奈良県 大和郡山市 大和郡山市立平和小学校

12月8日 (金) 滋賀県 高島市 高島市立朽木東小学校

6月7日 (水) 奈良県 生駒市 生駒市立生駒南中学校

6月14日 (水) 大阪府 豊中市 豊中市立小曽根小学校

6月15日 (木) 大阪府 泉南市 泉南市立雄信小学校

6月19日 (月) 大阪府 寝屋川市 寝屋川市立桜小学校

6月22日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立晴明丘南小学校

7月12日 (水) 滋賀県 東近江市 東近江市立湖東第二小学校

7月13日 (木) 大阪府 富田林市 富田林市立寺池台小学校

7月14日 (金) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立大原小学校

9月25日 (月) 和歌山県 橋本市 橋本市立清水小学校

9月26日 (火) 和歌山県 海南市 海南市立中野上小学校

9月27日 (水) 和歌山県 有田市 有田市立文成中学校

10月4日 (水) 滋賀県 多賀町 多賀町立大滝小学校

10月18日 (水) 大阪市 大阪市 大阪市立生魂小学校

10月30日 (月) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立西浜中学校

10月31日 (火) 和歌山県 紀の川市 紀の川市立調月小学校

11月1日 (水) 和歌山県 海南市 海南市立加茂川小学校

11月9日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立明治小学校

11月14日 (火) 三重県 松阪市 松阪市立山室山小学校

11月15日 (水) 三重県 熊野市 熊野市立飛鳥中学校

11月16日 (木) 三重県 松阪市 松阪市立小野江小学校

11月17日 (金) 三重県 四日市市 三重県立特別支援学校北勢きらら学園

12月13日 (水) 大阪府 八尾市 八尾市立東中学校

12月14日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立矢田西小学校

歌舞伎・能楽

23公演

制作団体：　一般財団法人　能楽堂嘉祥閣

公演団体：　一般財団法人　能楽堂嘉祥閣

公演演目：　半能「屋島」
　　　　　　　　狂言「柿山伏」

ブロック：　Fブロック

ミュージカル

24公演

制作団体：　株式会社　ヒューマンデザイン

公演団体：　音楽座ミュージカル

公演演目：　リトルプリンス

ブロック：　Fブロック

現代舞踊

14公演

制作団体：　有限会社　マジェスティック

公演団体：　平富恵スペイン舞踊団

公演演目：　スペイン舞踊「夢、フラメンコの粋と情熱」

ブロック：　Fブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

9月25日 (月) 三重県 桑名市 学校法人津田学園津田学園中学校

9月26日 (火) 滋賀県 米原市 米原市立河南小学校

9月27日 (水) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立水口小学校

9月28日 (木) 奈良県 奈良市 奈良市立月ヶ瀬中学校

9月29日 (金) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立野崎小学校

10月3日 (火) 和歌山県 新宮市 新宮市立緑丘中学校

10月4日 (水) 和歌山県 海南市 海南市立巽中学校

10月5日 (木) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立広瀬小学校

10月6日 (金) 大阪府 泉大津市 泉大津市立楠小学校

10月17日 (火) 大阪府 守口市 守口市立佐太小学校

10月18日 (水) 大阪市 大阪市 大阪市立大宮小学校

10月19日 (木) 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市立南第一小学校

10月23日 (月) 奈良県 桜井市 桜井市立安倍小学校

10月24日 (火) 奈良県 河合町 河合町立河合第二小学校

10月25日 (水) 奈良県 香芝市 智辯学園奈良カレッジ中学部

10月26日 (木) 奈良県 曽爾村 曽爾村立曽爾中学校

10月27日 (金) 大阪市 大阪市 大阪市立喜連小学校

10月31日 (火) 大阪市 大阪市 大阪市立生野中学校

6月5日 (月) 奈良県 桜井市 桜井市立桜井西小学校

6月6日 (火) 奈良県 御所市 御所市立掖上小学校

6月7日 (水) 滋賀県 甲賀市 甲賀市立伴谷小学校

6月8日 (木) 滋賀県 草津市 草津市立草津小学校

6月9日 (金) 大阪市 大阪市 大阪市立小松小学校

6月26日 (月) 和歌山県 上富田町 上富田町立上富田中学校

6月27日 (火) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立砂山小学校

6月28日 (水) 和歌山県 和歌山市 和歌山市立楠見東小学校

6月29日 (木) 大阪府 高石市 高石市立東羽衣小学校

6月30日 (金) 大阪府 八尾市 八尾市立亀井中学校

9月19日 (火) 奈良県 下北山村 下北山村立下北山小学校

9月20日 (水) 三重県 松阪市 松阪市立豊田小学校

9月21日 (木) 三重県 津市 津市立櫛形小学校

9月22日 (金) 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立天名小学校

9月25日 (月) 奈良県 御所市 御所市立葛小学校

9月26日 (火) 奈良県 香芝市 香芝市立志都美小学校

9月27日 (水) 奈良県 御所市 奈良県立青翔中学校

9月28日 (木) 滋賀県 彦根市 滋賀県立鳥居本養護学校

9月29日 (金) 滋賀県 東近江市 東近江市立湖東第三小学校

10月2日 (月) 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立庄内小学校

6月2日 (金) 大阪府 八尾市 八尾市立龍華小学校

6月6日 (火) 和歌山県 田辺市 田辺市立上芳養中学校

6月7日 (水) 和歌山県 広川町 広川町立広小学校

6月8日 (木) 三重県 熊野市 熊野市立飛鳥小学校

6月19日 (月) 和歌山県 海南市 海南市立北野上小学校

6月20日 (火) 和歌山県 橋本市 橋本市立学文路小学校

9月21日 (木) 和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町立市野々小学校

9月22日 (金) 和歌山県 有田市 有田市立初島中学校

9月25日 (月) 三重県 志摩市 志摩市立国府小学校

10月17日 (火) 大阪府 阪南市 阪南市立桃の木台小学校

10月18日 (水) 大阪府 泉大津市 泉大津市立浜小学校

10月23日 (月) 奈良県 吉野町 吉野町立吉野北小学校

10月24日 (火) 奈良県 御所市 御所市立御所小学校

10月25日 (水) 奈良県 吉野町 吉野町立吉野小学校

11月9日 (木) 奈良県 天理市 天理市立柳本小学校

11月10日 (金) 滋賀県 守山市 守山市立中洲小学校

11月14日 (火) 大阪府 豊中市 豊中市立第一中学校

11月15日 (水) 大阪市 大阪市 大阪市立関目東小学校

11月16日 (木) 大阪市 大阪市 大阪市立大東小学校

11月17日 (金) 大阪市 大阪市 大阪市立大隅東小学校

演芸

20公演

制作団体：有限会社　貞水企画室

公演団体：有限会社　貞水企画室

公演演目：　一龍斎貞水　怪談物「耳なし芳一」・「四谷怪談」　他
　　　　　　　　看板真打　「越しの海」、「宮本武蔵」、「太平記」　他

ブロック：　Fブロック

人形浄瑠璃

18公演

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　大井川の段　　他

ブロック：　Fブロック

邦楽

20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：　Fブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

6月19日 (月) 岡山県 美咲町 美咲町立中央中学校

6月20日 (火) 岡山県 倉敷市 倉敷市立西阿知小学校

6月21日 (水) 岡山県 浅口市 浅口市立金光吉備小学校

6月22日 (木) 広島市 広島市 広島市立上温品小学校

6月23日 (金) 広島市 広島市 広島市立己斐上小学校

6月26日 (月) 山口県 光市 光市立浅江小学校

6月27日 (火) 山口県 周南市 周南市立太華中学校

6月28日 (水) 山口県 萩市 萩市立川上中学校

6月29日 (木) 山口県 山口市 山口市立鴻南中学校

6月30日 (金) 山口県 山口市 山口市立二島中学校

11月22日 (水) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立修立小学校

11月24日 (金) 鳥取県 米子市 米子市立福米東小学校

11月27日 (月) 島根県 松江市 松江市立湖東中学校

11月28日 (火) 島根県 松江市 松江市立川津小学校

11月29日 (水) 島根県 川本町 川本町立川本中学校

11月30日 (木) 島根県 大田市 大田市立第二中学校

12月1日 (金) 島根県 浜田市 浜田市立雲雀丘小学校

6月20日 (火) 山口県 光市 光市立島田小学校

6月21日 (水) 岡山県 笠岡市 笠岡市立中央小学校

6月22日 (木) 広島市 広島市 広島市立幟町小学校

6月23日 (金) 広島県 海田町 海田町立海田西小学校

6月26日 (月) 島根県 浜田市 島根県立浜田養護学校

6月27日 (火) 島根県 浜田市 浜田市立第一中学校

10月10日 (火) 岡山県 笠岡市 笠岡市立神島外小学校

10月11日 (水) 岡山県 笠岡市 笠岡市立大島小学校

10月12日 (木) 広島市 広島市 広島市立亀山中学校

10月13日 (金) 広島県 福山市 福山市立千年中学校

10月16日 (月) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立醇風小学校

10月17日 (火) 鳥取県 米子市 米子市立啓成小学校

10月18日 (水) 岡山市 岡山市 岡山市立福田中学校

10月19日 (木) 岡山市 岡山市 岡山市立箕島小学校

10月20日 (金) 岡山市 岡山市 岡山市立上南中学校

10月3日 (火) 広島県 呉市 呉市立呉中央小学校

10月4日 (水) 広島市 広島市 広島市立亀崎中学校

10月5日 (木) 山口県 宇部市 宇部市立西岐波中学校

10月6日 (金) 山口県 下関市 下関市立熊野小学校

10月24日 (火) 岡山市 岡山市 岡山市立御津小学校

10月25日 (水) 岡山市 岡山市 岡山市立雄神小学校

10月26日 (木) 岡山県 玉野市 玉野市立日比小学校

11月28日 (火) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立湖山西小学校

11月29日 (水) 島根県 大田市 大田市立朝波小学校

11月30日 (木) 島根県 邑南町 邑南町立石見中学校

6月26日 (月) 山口県 下関市 下関市立角島小学校

6月27日 (火) 山口県 長門市 長門市立油谷小学校

6月29日 (木) 島根県 雲南市 雲南市立掛合小学校

6月30日 (金) 島根県 松江市 松江市立中央小学校

7月3日 (月) 島根県 安来市 安来市立南小学校

7月4日 (火) 岡山県 吉備中央町 吉備中央町立下竹荘小学校

7月5日 (水) 岡山県 赤磐市 赤磐市立仁美小学校

7月6日 (木) 岡山市 岡山市 岡山市立五城小学校

11月14日 (火) 山口県 岩国市 岩国市立御庄小学校

11月15日 (水) 広島市 広島市 広島市立中野小学校

11月16日 (木) 広島市 広島市 広島市立黄金山小学校

11月17日 (金) 広島市 広島市 広島市立己斐東小学校

11月20日 (月) 広島市 広島市 広島市立戸山小学校

11月21日 (火) 広島県 安芸太田町 安芸太田町立加計小学校

11月22日 (水) 広島県 呉市 呉市立原小学校

11月24日 (金) 広島県 竹原市 竹原市立中通小学校

11月27日 (月) 広島県 府中市 府中市立上下北小学校

11月28日 (火) 広島県 尾道市 尾道市立美木原小学校

11月29日 (水) 広島県 福山市 福山市立藤江小学校

11月30日 (木) 岡山県 倉敷市 倉敷市立富田小学校

オーケストラ等

10公演

制作団体：　公益財団法人　日本センチュリー交響楽団

公演団体：　日本センチュリー交響楽団

公演演目：　【小学校】オープニング・歌劇「カルメン」より第一幕への前
                               奏曲　他
　　　　　　　 【中学校】吹奏楽部と共演・スーザ：行進曲「キング・コット
                               ン」　他

ブロック：　Gブロック

児童劇

20公演

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：　夜明けの落語

ブロック：　Gブロック

合唱

17公演

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：　（小学生対象）・校歌演奏　・第１部 日本のうた「箱根八
                      里」、「待ちぼうけ」　他
　　　　　　　　(中学生対象）・校歌演奏　・第１部 世界の合唱曲より｢主よ
                     人の望みの喜びよ｣ 他

ブロック：　Gブロック

オーケストラ等

15公演

制作団体：　公益社団法人　広島交響楽協会

公演団体：　広島交響楽団

公演演目：　「音楽のチカラ ～ リズム、メロディー、ハーモニー」
　　　　　　　　歌劇「ウィリアム・テル」～序曲　他

ブロック：　Gブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

6月29日 (木) 山口県 防府市 防府市立華浦小学校

6月30日 (金) 山口県 下関市 下関市立豊東小学校

7月3日 (月) 島根県 浜田市 浜田市立長浜小学校

7月4日 (火) 島根県 江津市 江津市立高角小学校

7月5日 (水) 島根県 大田市 大田市立五十猛小学校

7月6日 (木) 島根県 安来市 安来市立飯梨小学校

7月7日 (金) 鳥取県 米子市 米子市立加茂小学校

11月27日 (月) 広島市 広島市 広島市立竹屋小学校

11月28日 (火) 広島県 東広島市 東広島市立東西条小学校

11月29日 (水) 広島県 竹原市 竹原市立竹原小学校

11月30日 (木) 岡山県 笠岡市 笠岡市立神内小学校

12月1日 (金) 岡山県 新見市 新見市立上市小学校

12月4日 (月) 岡山県 津山市 津山市立高倉小学校

12月5日 (火) 岡山県 吉備中央町 吉備中央町立上竹荘小学校

12月6日 (水) 岡山県 吉備中央町 吉備中央町立豊野小学校

12月7日 (木) 岡山県 玉野市 玉野市立大崎小学校

12月8日 (金) 岡山県 倉敷市 倉敷市立沙美小学校

12月11日 (月) 岡山県 和気町 和気町立和気小学校

12月12日 (火) 岡山県 備前市 備前市立西鶴山小学校

12月13日 (水) 広島市 広島市 広島市立彩が丘小学校

6月26日 (月) 島根県 大田市 大田市立北三瓶小学校

6月27日 (火) 広島県 安芸高田市 安芸高田市立向原中学校

6月29日 (木) 広島県 江田島市 江田島市立江田島小学校

6月30日 (金) 広島県 尾道市 尾道市立瀬戸田中学校

7月3日 (月) 岡山県 津山市 津山市立久米中学校

7月4日 (火) 岡山県 真庭市 真庭市立蒜山中学校

7月5日 (水) 鳥取県 境港市 境港市立第一中学校

9月11日 (月) 山口県 周南市 周南市立今宿小学校

9月13日 (水) 山口県 山口市 山口市立潟上中学校

9月14日 (木) 山口県 山口市 山口市立阿東東中学校

9月16日 (土) 広島県 大竹市 大竹市立大竹中学校

9月19日 (火) 鳥取県 北栄町 北栄町立北条中学校

9月20日 (水) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立南中学校

9月22日 (金) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立福部未来学園中学校

11月25日 (土) 岡山県 赤磐市 赤磐市立山陽小学校

11月27日 (月) 岡山市 岡山市 岡山市立馬屋下小学校

9月25日 (月) 広島県 三次市 三次市立十日市小学校

9月26日 (火) 広島県 安芸高田市 安芸高田市立刈田小学校

9月27日 (水) 島根県 邑南町 島根県立石見養護学校

9月28日 (木) 島根県 飯南町 飯南町立来島小学校

9月29日 (金) 岡山県 新見市 新見市立新見第一中学校

10月2日 (月) 岡山県 笠岡市 笠岡市立吉田小学校

10月3日 (火) 岡山県 新見市 新見市立萬歳小学校

10月4日 (水) 鳥取県 南部町 南部町立会見小学校

10月5日 (木) 鳥取県 日吉津村 日吉津村立日吉津小学校

10月6日 (金) 鳥取県 岩美町 岩美町立岩美西小学校

10月10日 (火) 山口県 下関市 下関市立滝部小学校

10月11日 (水) 山口県 防府市 防府市立富海小学校

10月12日 (木) 山口県 岩国市 岩国市立河内小学校

10月13日 (金) 山口県 岩国市 岩国市立米川小学校

10月16日 (月) 岡山市 岡山市 岡山市立建部小学校

10月17日 (火) 岡山市 岡山市 岡山市立曽根小学校

10月18日 (水) 岡山県 赤磐市 赤磐市立山陽西小学校

10月19日 (木) 岡山県 総社市 総社市立総社中央小学校

10月20日 (金) 岡山県 玉野市 玉野市立山田小学校

11月6日 (月) 広島県 三原市 三原市立中之町小学校

11月7日 (火) 広島市 広島市 広島市立飯室小学校

11月8日 (水) 広島市 広島市 広島市立倉掛小学校

演劇

16公演

制作団体：　有限会社　劇団東京芸術座

公演団体：　劇団東京芸術座

公演演目：　夏の庭　-The Friends-

ブロック：　Gブロック

ミュージカル

22公演

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：ミュージカル「オズの魔法使い」

ブロック：　Gブロック

児童劇

20公演

制作団体：　企業組合　劇団風の子九州

公演団体：　劇団風の子九州

公演演目：　このゆびと～まれ！

ブロック：　Gブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

10月13日 (金) 山口県 山口市 山口市立大殿小学校

10月16日 (月) 広島県 呉市 呉市立仁方小学校

10月17日 (火) 広島市 広島市 広島市立大芝小学校

10月18日 (水) 広島市 広島市 広島市立五日市観音小学校

10月20日 (金) 広島県 尾道市 広島県立尾道特別支援学校

10月23日 (月) 広島県 庄原市 広島県立庄原特別支援学校

10月24日 (火) 岡山県 新見市 新見市立神郷北小学校

10月26日 (木) 岡山県 吉備中央町 吉備中央町立吉川小学校

10月27日 (金) 岡山県 美作市 美作市立英田小学校

10月30日 (月) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立美和小学校

10月31日 (火) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立高城小学校

11月1日 (水) 島根県 安来市 安来市立宇賀荘小学校

11月2日 (木) 島根県 雲南市 雲南市立大東小学校

6月6日 (火) 広島市 広島市 広島市立上安小学校

6月7日 (水) 広島市 広島市 広島市立畑賀小学校

6月8日 (木) 広島県 東広島市 東広島市立高美が丘小学校

6月9日 (金) 広島県 世羅町 世羅町立せらにし小学校

6月12日 (月) 広島県 福山市 福山市立神辺小学校

6月13日 (火) 岡山県 矢掛町 矢掛町立山田小学校

6月14日 (水) 岡山県 倉敷市 倉敷市立連島西浦小学校

6月15日 (木) 岡山県 美咲町 美咲町立旭中学校

6月16日 (金) 岡山県 新見市 新見市立矢神小学校

6月19日 (月) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立成徳小学校

6月20日 (火) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立明倫小学校

6月21日 (水) 島根県 安来市 安来市立比田小学校

9月4日 (月) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立青谷中学校

9月5日 (火) 島根県 邑南町 邑南町立阿須那小学校

9月6日 (水) 島根県 大田市 大田市立久手小学校

9月7日 (木) 島根県 雲南市 雲南市立木次小学校

9月11日 (月) 岡山県 新見市 新見市立刑部小学校

9月12日 (火) 岡山県 新見市 新見市立新砥小学校

9月13日 (水) 岡山県 高梁市 高梁市立川面小学校

9月14日 (木) 岡山県 笠岡市 笠岡市立大島東小学校

9月15日 (金) 岡山県 玉野市 玉野市立鉾立小学校

9月19日 (火) 島根県 大田市 大田市立池田小学校

9月20日 (水) 広島県 府中市 府中市立旭小学校

9月21日 (木) 広島県 大崎上島町 大崎上島町立大崎上島中学校

9月22日 (金) 広島県 東広島市 東広島市立河内中学校

10月2日 (月) 広島市 広島市 広島市立五日市観音西小学校

10月3日 (火) 山口県 山口市 山口市立大内小学校

10月4日 (水) 山口県 光市 光市立塩田小学校

10月5日 (木) 山口県 光市 光市立束荷小学校

10月6日 (金) 山口県 岩国市 岩国市立美川小学校

10月31日 (火) 岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市立行幸小学校

11月1日 (水) 岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市立牛窓中学校

11月2日 (木) 山口県 下関市 下関市立日新中学校

11月6日 (月) 広島県 呉市 呉市立坪内小学校

11月7日 (火) 広島県 呉市 呉市立広南中学校

11月8日 (水) 広島県 三次市 三次市立三次小学校

11月10日 (金) 岡山県 岡山市 岡山県立岡山支援学校

11月15日 (水) 島根県 雲南市 雲南市立佐世小学校

11月16日 (木) 鳥取県 倉吉市 倉吉市立西郷小学校

11月17日 (金) 鳥取県 鳥取市 鳥取大学附属小学校

歌舞伎・能楽

12公演

制作団体：　公益財団法人　片山家能楽・京舞保存財団

公演団体：　公益財団法人　片山家能楽・京舞保存財団

公演演目：　能「大会」

ブロック：　Gブロック

邦楽

18公演

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」Part2
　　　　　　　　｢邦楽　歌ものがたり｣～日本の伝統音楽を子供たちに伝え
                   るために～

ブロック：　Gブロック

邦舞

10公演

制作団体：　公益社団法人　日本舞踊協会

公演団体：　公益社団法人　日本舞踊協会

公演演目：　長唄「連獅子」

ブロック：　Gブロック

現代舞踊

13公演

制作団体：　株式会社　ナチュラルダンステアトル

公演団体：　ナチュラルダンステアトル

公演演目：　さーかす

ブロック：　Gブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

10月23日 (月) 広島県 広島市 広島大学附属東雲中学校

10月24日 (火) 山口県 周南市 周南市立菊川小学校

10月25日 (水) 山口県 山口市 山口市立佐山小学校

10月26日 (木) 山口県 山口市 山口市立阿知須小学校

10月27日 (金) 山口県 光市 山口大学教育学部附属光小学校

10月29日 (日) 広島県 三原市 三原市立大和中学校

10月30日 (月) 広島市 広島市 広島市立長束西小学校

10月31日 (火) 広島県 呉市 広島県立呉特別支援学校

11月1日 (水) 広島市 広島市 広島市立中野東小学校

11月2日 (木) 広島県 府中町 府中町立府中小学校

11月6日 (月) 岡山県 笠岡市 笠岡市立金浦小学校

11月7日 (火) 岡山県 笠岡市 笠岡市立今井小学校

11月8日 (水) 島根県 奥出雲町 奥出雲町立八川小学校

11月9日 (木) 島根県 松江市 松江市立佐太小学校

11月10日 (金) 岡山県 鏡野町 鏡野町立富小学校

11月13日 (月) 岡山県 備前市 備前市立伊部小学校

11月14日 (火) 岡山県 美作市 美作市立大原小学校

11月15日 (水) 鳥取県 鳥取市 鳥取市立久松小学校

11月16日 (木) 鳥取県 米子市 米子市立和田小学校

11月17日 (金) 鳥取県 米子市 米子市立福生西小学校

9月25日 (月) 兵庫県 芦屋市 芦屋市立山手中学校

9月26日 (火) 愛媛県 西条市 西条市立多賀小学校

9月27日 (水) 愛媛県 西条市 西条市立吉岡小学校

9月28日 (木) 愛媛県 西条市 西条市立吉井小学校

9月29日 (金) 愛媛県 松山市 松山市立立岩小学校

10月2日 (月) 兵庫県 姫路市 姫路市立置塩中学校

10月3日 (火) 香川県 綾川町 綾川町立綾上小学校

10月4日 (水) 香川県 さぬき市 さぬき市立造田小学校

10月5日 (木) 兵庫県 丹波市 丹波市立新井小学校

10月6日 (金) 兵庫県 丹波市 丹波市立山南中学校

11月6日 (月) 徳島県 上板町 上板町立高志小学校

11月7日 (火) 徳島県 小松島市 小松島市千代小学校

11月8日 (水) 徳島県 佐那河内村 佐那河内村立佐那河内中学校

11月9日 (木) 徳島県 徳島市 徳島市入田中学校

11月10日 (金) 兵庫県 市川町 市川町立鶴居小学校

11月13日 (月) 兵庫県 猪名川町 猪名川町立六瀬中学校

7月4日 (火) 兵庫県 篠山市 篠山市立八上小学校

7月5日 (水) 兵庫県 西脇市 西脇市立日野小学校

7月6日 (木) 兵庫県 姫路市 姫路市立広畑小学校

9月4日 (月) 徳島県 徳島市 徳島市城東小学校

9月5日 (火) 徳島県 吉野川市 吉野川市立川島小学校

9月6日 (水) 徳島県 上板町 上板町立松島小学校

9月7日 (木) 香川県 高松市 高松市立屋島東小学校

9月8日 (金) 香川県 高松市 香川県立高松養護学校

11月27日 (月) 愛媛県 今治市 今治市立富田小学校

11月28日 (火) 愛媛県 松山市 松山市立石井北小学校

11月29日 (水) 愛媛県 松前町 松前町立松前中学校

11月30日 (木) 愛媛県 砥部町 砥部町立麻生小学校

12月1日 (金) 高知県 須崎市 須崎市立新荘小学校

7月4日 (火) 高知県 香美市 香美市立鏡野中学校

7月6日 (木) 高知県 北川村 北川村立北川中学校

7月7日 (金) 高知県 香美市 香美市立舟入小学校

7月8日 (土) 高知県 梼原町 梼原町立梼原学園

7月10日 (月) 愛媛県 伊方町 伊方町立瀬戸中学校

10月23日 (月) 兵庫県 姫路市 姫路市立四郷小学校

10月24日 (火) 香川県 坂出市 坂出市立林田小学校

12月5日 (火) 兵庫県 三木市 三木市立三樹小学校

12月6日 (水) 徳島県 小松島市 小松島市小松島南中学校

12月7日 (木) 徳島県 北島町 北島町立北島小学校

オーケストラ等

10公演

制作団体：　公益財団法人　東京交響楽団

公演団体：　東京交響楽団

公演演目：　第１部：チャイコフスキー組曲「くるみ割り人形」より「花のワ
                            ルツ」　他
　　　　　　　 第２部：交響曲の深み　ベートーヴェン交響曲第５番「運
                            命」第１楽章　他

ブロック：　Hブロック

演芸

20公演

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〜

ブロック：　Gブロック

合唱

16公演

制作団体：　公益社団法人　関西二期会

公演団体：　公益社団法人　関西二期会

公演演目：　【オープニング】“後宮からの逃走”より偉大な太守を讃えて
                      歌え
　　　　　　　　【みんなで歌いましょう】ワークショップの成果を発表(各学
                      校毎の提案曲)
　　　　　　　　【校歌】校歌斉唱／混声四部合唱による校歌　他

ブロック：　Hブロック

オーケストラ等

13公演

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：　「水上の音楽」よりアラ・ホーン・パイプ
　　　　　　　　組曲「展覧会の絵」より抜粋　他

ブロック：　Hブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

6月6日 (火) 兵庫県 西宮市 西宮市立生瀬小学校

6月8日 (木) 兵庫県 西宮市 西宮市立神原小学校 

6月15日 (木) 兵庫県 宝塚市 宝塚市立逆瀬台小学校 

6月16日 (金) 兵庫県 西宮市 西宮市立東山台小学校 

6月20日 (火) 徳島県 鳴門市 鳴門市里浦小学校

6月21日 (水) 徳島県 徳島市 徳島市上八万小学校

6月22日 (木) 徳島県 石井町 石井町浦庄小学校

11月14日 (火) 香川県 綾川町 綾川町立滝宮小学校

11月15日 (水) 香川県 三豊市立 三豊市立松崎小学校

11月16日 (木) 香川県 高松市 高松市立前田小学校

11月29日 (水) 高知県 土佐清水市 土佐清水市立幡陽小学校

11月30日 (木) 愛媛県 大洲市 大洲市立久米小学校

12月1日 (金) 愛媛県 西予市 西予市立中川小学校

12月4日 (月) 高知県 高知市 高知市立久重小学校

12月5日 (火) 高知県 安芸市 安芸市立土居小学校

12月6日 (水) 高知県 佐川町 佐川町立佐川小学校

12月7日 (木) 香川県 高松市 高松市立屋島西小学校

12月8日 (金) 香川県 小豆島町 小豆島町立安田小学校

12月12日 (火) 兵庫県 赤穂市 兵庫県立赤穂特別支援学校

11月27日 (月) 兵庫県 神戸市 甲南小学校

11月28日 (火) 兵庫県 姫路市 兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校

11月29日 (水) 香川県 多度津町 多度津町立四箇小学校

11月30日 (木) 香川県 丸亀市 丸亀市立飯山南小学校

12月1日 (金) 徳島県 三好市 三好市立辻小学校

12月4日 (月) 愛媛県 松山市 松山市立堀江小学校

12月5日 (火) 愛媛県 四国中央市 四国中央市立南小学校

12月6日 (水) 愛媛県 四国中央市 四国中央市立豊岡小学校

12月7日 (木) 高知県 須崎市 須崎市立浦ノ内小学校

12月8日 (金) 高知県 須崎市 須崎市立多ノ郷小学校

12月11日 (月) 愛媛県 四国中央市 四国中央市立川之江小学校

12月12日 (火) 徳島県 阿波市 阿波市立伊沢小学校

12月13日 (水) 徳島県 鳴門市 鳴門市撫養小学校

12月14日 (木) 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市立湊小学校

10月18日 (水) 愛媛県 西条市 西条市立飯岡小学校

11月7日 (火) 愛媛県 今治市 今治市立近見小学校

11月8日 (水) 愛媛県 西条市 西条市立石根小学校

11月9日 (木) 愛媛県 西条市 西条市立田野小学校

11月10日 (金) 愛媛県 西条市 西条市立国安小学校

11月13日 (月) 香川県 三豊市 三豊市立仁尾小学校

11月14日 (火) 香川県 善通寺市 善通寺市立東部小学校

11月15日 (水) 香川県 坂出市 坂出市立瀬居中学校

11月17日 (金) 香川県 土庄町 土庄町立豊島小学校

11月20日 (月) 徳島県 東みよし町 東みよし町立加茂小学校

11月21日 (火) 徳島県 東みよし町 東みよし町立三好中学校

11月22日 (水) 徳島県 小松島市 小松島市南小松島小学校

11月24日 (金) 徳島県 阿南市 阿南市立見能林小学校

11月27日 (月) 兵庫県 加古川市 加古川市立神野小学校

演劇

14公演

制作団体：　特定非営利活動法人　劇団道化

公演団体：　特定非営利活動法人　劇団道化

公演演目：　のらペンギンのペンじろう

ブロック：　Hブロック

児童劇

19公演

制作団体：　有限会社　人形劇団クラルテ

公演団体：　人形劇団クラルテ

公演演目：　あらしのよるに

ブロック：　Hブロック

児童劇

14公演

制作団体：　有限会社　劇団風の子

公演団体：　劇団風の子

公演演目：　陽気なハンス

ブロック：　Hブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

9月12日 (火) 高知県 香美市 香美市立楠目小学校

9月20日 (水) 徳島県 藍住町 藍住町立藍住東小学校

9月21日 (木) 徳島県 石井町 石井町高原小学校

9月22日 (金) 香川県 多度津町 多度津町立多度津小学校

9月25日 (月) 香川県 小豆島町 小豆島町立小豆島中学校

9月26日 (火) 香川県 土庄町 土庄町立土庄小学校

9月27日 (水) 香川県 高松市 高松市立木太南小学校

9月28日 (木) 香川県 綾川町 綾川町立昭和小学校

9月29日 (金) 徳島県 吉野川市 吉野川市立牛島小学校

10月2日 (月) 兵庫県 丹波市 丹波市立西小学校

10月3日 (火) 兵庫県 篠山市 篠山市立城北畑小学校

10月4日 (水) 兵庫県 西脇市 西脇市立楠丘小学校

10月5日 (木) 兵庫県 姫路市 姫路市立太市小学校

10月6日 (金) 兵庫県 太子町 太子町立斑鳩小学校

10月10日 (火) 高知県 津野町 津野町立葉山中学校

10月11日 (水) 高知県 いの町 いの町立伊野南小学校

10月12日 (木) 高知県 香美市 香美市立大栃中学校

10月18日 (水) 香川県 高松市 高松市立川島小学校

10月19日 (木) 徳島県 徳島市 徳島市津田中学校

10月20日 (金) 兵庫県 宝塚市 宝塚市立長尾南小学校

10月23日 (月) 高知県 宿毛市 宿毛市立平田小学校

10月25日 (水) 愛媛県 松前町 松前町立松前小学校

10月26日 (木) 愛媛県 松山市 松山市立窪田小学校

10月30日 (月) 香川県 三豊市 三豊市立麻小学校

10月31日 (火) 香川県 三豊市 三豊市立本山小学校

11月1日 (水) 香川県 善通寺市 香川県立善通寺養護学校

9月12日 (火) 愛媛県 西条市 西条市立中川小学校

9月13日 (水) 愛媛県 砥部町 砥部町立広田小学校

9月14日 (木) 愛媛県 大洲市 大洲市立粟津小学校

10月2日 (月) 兵庫県 伊丹市 伊丹市立笹原中学校

10月3日 (火) 兵庫県 西脇市 西脇市立桜丘小学校

10月4日 (水) 兵庫県 たつの市 たつの市立揖西西小学校

10月5日 (木) 香川県 さぬき市 さぬき市立志度小学校

10月6日 (金) 香川県 高松市 高松市立古高松南小学校

11月13日 (月) 香川県 丸亀市 丸亀市立飯山北小学校

11月14日 (火) 香川県 観音寺市 観音寺市立豊浜中学校

11月15日 (水) 高知県 高知市 高知市立鴨田小学校

11月16日 (木) 高知県 いの町 いの町立川内小学校

12月11日 (月) 兵庫県 尼崎市 尼崎市立成良中学校

12月12日 (火) 徳島県 小松島市 小松島市児安小学校

12月13日 (水) 徳島県 徳島市 徳島市川内北小学校

12月14日 (木) 兵庫県 姫路市 姫路市立林田小学校

7月11日 (火) 神戸市 神戸市 神戸市立押部谷小学校

7月12日 (水) 徳島県 鳴門市 鳴門市板東小学校

7月13日 (木) 徳島県 美馬市 美馬市立江原北小学校

7月14日 (金) 香川県 三豊市 三豊市立勝間小学校

12月6日 (水) 愛媛県 松山市 松山市立雄郡小学校

12月7日 (木) 愛媛県 東温市 愛媛県立みなら特別支援学校

12月8日 (金) 愛媛県 今治市 今治市立波止浜小学校

12月12日 (火) 高知県 安芸市 安芸市立赤野小学校

12月13日 (水) 高知県 本山町 本山町立本山小学校

12月14日 (木) 兵庫県 加東市 加東市立鴨川小学校

12月15日 (金) 兵庫県 加東市 加東市立三草小学校

歌舞伎・能楽

16公演

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：　アートによる能案内「雷電」～風神雷神図から想像をふくら
                  ませて

ブロック：　Hブロック

邦楽

11公演

制作団体：　一般社団法人　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：　Hブロック

ミュージカル

17公演

制作団体：　有限会社　ショーマンシップ

公演団体：　劇団ショーマンシップ

公演演目：　ノートルダム物語【2017年度版】

ブロック：　Hブロック

バレエ

9公演

制作団体：　公益財団法人　東京シティ・バレエ団

公演団体：　東京シティ・バレエ団

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〉

ブロック：　Hブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

11月7日 (火) 徳島県 鳴門市 鳴門市第一小学校

11月8日 (水) 香川県 坂出市 坂出市立加茂小学校

11月9日 (木) 香川県 坂出市 坂出市立坂出小学校

11月10日 (金) 香川県 三豊市 三豊市立吉津小学校

11月13日 (月) 兵庫県 多可町 多可町立加美中学校

11月14日 (火) 兵庫県 高砂市 高砂市立米田西小学校

11月15日 (水) 兵庫県 西宮市 兵庫県立阪神特別支援学校

11月16日 (木) 兵庫県 宝塚市 宝塚市立高司中学校

11月17日 (金) 兵庫県 姫路市 姫路市立水上小学校

11月20日 (月) 愛媛県 松山市 松山市立新玉小学校

11月21日 (火) 愛媛県 西条市 西条市立神戸小学校

11月22日 (水) 徳島県 徳島市 徳島県立徳島聴覚支援学校

合唱 11月6日 (月) 福岡県 福岡市 福岡大学附属大濠中学校

12公演 11月7日 (火) 福岡県 嘉麻市 嘉麻市立稲築東中学校

11月8日 (水) 福岡市 福岡市 福岡市立原北小学校

11月9日 (木) 福岡市 福岡市 福岡市立早良小学校

11月10日 (金) 福岡市 福岡市 福岡市立入部小学校

11月13日 (月) 熊本県 人吉市 人吉市立大畑小学校

11月14日 (火) 熊本県 八代市 八代市立八竜小学校

11月15日 (水) 熊本県 玉名市 玉名市立横島小学校

11月16日 (木) 福岡県 八女市 八女市立三河小学校

11月17日 (金) 福岡県 八女市 八女市立長峰小学校

11月20日 (月) 長崎県 長崎市 長崎市立黒崎中学校

11月21日 (火) 佐賀県 有田町 有田町立有田中部小学校

オーケストラ等 9月25日 (月) 福岡県 朝倉市 朝倉市立杷木小学校

13公演 9月26日 (火) 熊本県 宇城市 宇城市立豊福小学校

9月27日 (水) 熊本市 熊本市 熊本市立城西中学校

10月2日 (月) 福岡県 古賀市 古賀市立舞の里小学校

10月3日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立高宮中学校

10月4日 (水) 長崎県 対馬市 対馬市立鶏鳴小学校

10月5日 (木) 北九州市 北九州市 北九州市立鳴水小学校

10月30日 (月) 熊本県 阿蘇市 阿蘇市立阿蘇西小学校

10月31日 (火) 熊本県 八代市 八代市立代陽小学校

11月1日 (水) 福岡県 嘉麻市 嘉麻市立稲築中学校

12月11日 (月) 長崎県 諫早市 諫早市立北諫早小学校

12月12日 (火) 佐賀県 白石町 白石町立有明中学校

12月13日 (水) 佐賀県 多久市 多久市立東原庠舎西渓校

オーケストラ等 6月27日 (火) 福岡県 嘉麻市 嘉麻市立嘉穂小学校

14公演 6月28日 (水) 福岡市 福岡市 福岡市立南福岡特別支援学校

6月29日 (木) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立嬉野小学校

6月30日 (金) 長崎県 佐世保市 佐世保市立吉井南小学校

9月4日 (月) 熊本県 宇城市 宇城市立不知火中学校

9月5日 (火) 長崎県 南島原市 南島原市立西有家中学校

9月6日 (水) 長崎県 雲仙市 雲仙市立大塚小学校

10月2日 (月) 福岡県 朝倉市 朝倉市立福田小学校

10月3日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立千代小学校

10月4日 (水) 熊本県 上天草市 上天草市立維和小学校

10月10日 (火) 熊本県 和水町 和水町立菊水中央小学校

10月11日 (水) 熊本市 熊本市 熊本市立向山小学校

10月12日 (木) 熊本県 八代市 八代市立松高小学校

10月13日 (金) 福岡市 福岡市 福岡市立飯原小学校

制作団体：　公益財団法人 東京二期会

公演団体：　二期会合唱団

公演演目：　【小学校】「五つのこどものうた」
　　　　　　　　　　　　　　オペラ「魔笛」ハイライト　他
　　　　　　　　【中学校】「箱根八里」
　　　　　　　　　　　　　　オペラ「カルメン」ハイライト　他

ブロック：　I ブロック

制作団体：　公益財団法人　日本フィルハーモニー交響楽団

公演団体：　日本フィルハーモニー交響楽団

公演演目：　【小学校】トランペットのファンファーレで華やかに。
　　　　　　　　　　　　　 歌劇「ウィリアム・テル」序曲より《スイス軍の行
                               進》　他
　　　　　　　　【中学校】開演にふさわしい華やかな「序曲」で、オーケス
                                トラ公演へ誘います～　他

ブロック：　I ブロック

制作団体：　公益社団法人　大阪フィルハーモニー協会

公演団体：　大阪フィルハーモニー交響楽団

公演演目：　ワーグナー／歌劇｢ローエングリン｣第3幕への前奏曲
　　　　　　　　ドヴォルザーク／交響曲　第８番 ト長調 より　第４楽章　他

ブロック：　I ブロック

演芸

12公演

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：　ピエロマイムファンタジー

ブロック：　Hブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

児童劇 9月19日 (火) 長崎県 波佐見町 波佐見町立南小学校

18公演 9月20日 (水) 佐賀県 鹿島市 鹿島市立能古見小学校

9月21日 (木) 佐賀県 小城市 小城市立芦刈小学校

9月22日 (金) 佐賀県 唐津市 唐津市立竹木場小学校

9月25日 (月) 福岡県 八女市 八女市立上妻小学校

9月26日 (火) 福岡県 八女市 八女市立星野小学校

9月27日 (水) 福岡市 福岡市 福岡市立弥生小学校

9月28日 (木) 福岡県 飯塚市 飯塚日新館小学校

9月29日 (金) 北九州市 北九州市 北九州市立大里柳小学校

11月27日 (月) 福岡県 香春町 香春町立中津原小学校

11月28日 (火) 福岡県 宮若市 宮若市立宮田東小学校

11月29日 (水) 福岡市 福岡市 福岡市立東福岡特別支援学校

11月30日 (木) 福岡県 小郡市 小郡市立立石小学校

12月1日 (金) 佐賀県 佐賀市 佐賀市立諸富南小学校

12月4日 (月) 長崎県 壱岐市 壱岐市立初山小学校

12月6日 (水) 長崎県 長崎市 長崎市立西山台小学校

12月7日 (木) 長崎県 雲仙市 雲仙市立木指小学校

12月8日 (金) 熊本県 御船町 御船町立七滝中央小学校

児童劇 6月1日 (木) 熊本県 上天草市 上天草市立登立小学校

16公演 6月2日 (金) 熊本県 山都町 山都町立潤徳小学校

10月2日 (月) 佐賀県 伊万里市 伊万里市立山代東小学校

10月3日 (火) 佐賀県 有田町 有田町立大山小学校

10月4日 (水) 長崎県 佐世保市 佐世保市立大塔小学校

10月5日 (木) 佐賀県 鹿島市 鹿島市立浜小学校

10月6日 (金) 長崎県 島原市 島原市立第四小学校

10月10日 (火) 長崎県 長崎市 長崎県立鶴南特別支援学校

10月11日 (水) 長崎県 長崎市 長崎市立西城山小学校

10月13日 (金) 長崎県 五島市 五島市立崎山小学校

10月16日 (月) 長崎県 対馬市 対馬市立大船越小学校

10月18日 (水) 福岡市 福岡市 福岡市立博多小学校

10月19日 (木) 福岡県 久留米市 久留米市立北野小学校

10月20日 (金) 福岡県 小郡市 小郡市立味坂小学校

10月23日 (月) 福岡県 宮若市 宮若市立宮田北小学校

10月24日 (火) 福岡県 八女市 八女市立上陽北汭学園小学校

演劇 6月6日 (火) 長崎県 長崎市 長崎市立高城台小学校

18公演 6月7日 (水) 長崎県 長崎市 長崎精道小学校・長崎精道中学校

6月9日 (金) 長崎県 五島市 五島市立奥浦小学校

9月25日 (月) 熊本県 天草市 天草市立本渡東小学校

9月26日 (火) 熊本県 山鹿市 山鹿市立八幡小学校

9月27日 (水) 熊本県 宇城市 宇城市立小川小学校

9月28日 (木) 熊本市 熊本市 熊本市立力合小学校

9月29日 (金) 熊本市 熊本市 熊本市立東野中学校

10月2日 (月) 北九州市 北九州市 北九州市立長尾小学校

10月4日 (水) 長崎県 壱岐市 壱岐市立渡良小学校

10月23日 (月) 福岡市 福岡市 福岡市立田村小学校

10月24日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立笹丘小学校

10月25日 (水) 福岡市 福岡市 福岡市立脇山小学校

10月27日 (金) 熊本県 上天草市 上天草市立中南小学校

10月30日 (月) 福岡県 小郡市 小郡市立のぞみが丘小学校

10月31日 (火) 佐賀県 多久市 多久市立東原庠舎東部校

11月1日 (水) 佐賀県 唐津市 唐津市立海青中学校

11月2日 (木) 佐賀県 武雄市 武雄市立東川登小学校

制作団体：　一般財団法人　日本京劇振興協会

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：　I ブロック

制作団体：　有限会社　劇団かかし座

公演団体：　有限会社　劇団かかし座

公演演目：　三枚のおふだ

ブロック：　I 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：　I ブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

ミュージカル 11月12日 (日) 熊本県 御船町 御船町立滝尾小学校

20公演 11月13日 (月) 熊本県 御船町 御船町立木倉小学校

11月14日 (火) 熊本県 阿蘇 阿蘇市立一の宮小学校

11月15日 (水) 熊本市 熊本市 熊本市立河内中学校

11月16日 (木) 熊本県 芦北町 芦北町立佐敷小学校

11月17日 (金) 熊本県 芦北町 芦北町立大野小学校

11月20日 (月) 福岡市 福岡市 福岡市立野間中学校

11月21日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立香住丘小学校

11月22日 (水) 福岡県 宇美町 宇美町立宇美小学校

11月24日 (金) 長崎県 佐世保市 佐世保市立宇久中学校

11月27日 (月) 長崎県 平戸市 平戸市立生月小学校

11月28日 (火) 佐賀県 有田町 有田町立曲川小学校

11月29日 (水) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立嬉野中学校

11月30日 (木) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立塩田中学校

12月1日 (金) 熊本市 熊本市 熊本市立麻生田小学校

12月4日 (月) 長崎県 新上五島町 新上五島町立東浦小学校

12月5日 (火) 長崎県 新上五島町 新上五島町立若松中央小学校

12月7日 (木) 福岡県 田川市 田川市立田川中学校

12月8日 (金) 福岡県 大任町 大任町立大任中学校

12月11日 (月) 熊本市 熊本市 熊本市立画図小学校

バレエ 6月1日 (木) 長崎県 壱岐市 壱岐市立柳田小学校

12公演 6月2日 (金) 長崎県 壱岐市 壱岐市立志原小学校

6月6日 (火) 熊本県 山鹿市 山鹿市立鹿北小学校

6月7日 (水) 福岡県 嘉麻市 嘉麻市立牛隈小学校

6月8日 (木) 北九州市 北九州市 北九州市立港が丘小学校

6月14日 (水) 熊本県 人吉市 人吉市立人吉西小学校

6月15日 (木) 熊本県 八代市 八代市立千丁小学校

6月16日 (金) 熊本県 上天草市 上天草市立阿村小学校

6月20日 (火) 熊本県 あさぎり町 あさぎり町立岡原小学校

6月21日 (水) 熊本県 八代市 八代市立鏡西部小学校

6月22日 (木) 長崎県 川棚町 長崎県立川棚特別支援学校

6月23日 (金) 長崎県 長崎市 長崎市立野母崎中学校・野母崎小学校

歌舞伎・能楽 6月19日 (月) 熊本県 玉名市 玉名市立築山小学校

15公演 6月20日 (火) 熊本県 水俣市 水俣市立袋中学校

6月21日 (水) 熊本県 八代市 八代市立東陽小学校

6月22日 (木) 熊本県 多良木町 多良木町立黒肥地小学校

6月23日 (金) 熊本県 氷川町 氷川町立竜北西部小学校

10月23日 (月) 佐賀県 佐賀市 佐賀市立神野小学校

10月24日 (火) 佐賀県 伊万里市 伊万里市立松浦小学校

10月25日 (水) 佐賀県 伊万里市 伊万里市立東陵中学校

10月26日 (木) 佐賀県 鹿島市 鹿島市立北鹿島小学校

10月27日 (金) 長崎県 諫早市 諫早市立北諫早中学校

10月27日 (金) 長崎県 諫早市 諫早市立西諫早中学校

11月6日 (月) 長崎県 佐世保市 佐世保市立愛宕中学校

11月7日 (火) 長崎県 波佐見町 波佐見町立波佐見中学校

11月8日 (水) 長崎県 大村市 大村市立竹松小学校

11月9日 (木) 長崎県 諫早市 諫早市立喜々津中学校

歌舞伎・能楽 11月13日 (月) 福岡県 小竹町 小竹町立小竹南小学校

16公演 11月14日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立壱岐丘中学校

11月15日 (水) 佐賀県 みやき町 みやき町立北茂安小学校

11月16日 (木) 熊本県 人吉市 人吉市立東間小学校

11月20日 (月) 長崎県 諫早市 諫早市立小栗小学校

11月21日 (火) 佐賀県 有田町 有田町立有田中学校

11月22日 (水) 長崎県 対馬市 対馬市立東部中学校

12月4日 (月) 熊本県 八代市 八代市立泉小学校

12月6日 (水) 熊本県 宇城市 宇城市立豊野中学校

12月7日 (木) 熊本県 上天草市 上天草市立松島中学校

12月8日 (金) 熊本市 熊本市 熊本市立託麻中学校

12月11日 (月) 佐賀県 佐賀市 佐賀市立春日小学校

12月12日 (火) 福岡市 福岡市 福岡市立警固中学校

12月13日 (水) 福岡市 福岡市 福岡市立西長住小学校

12月14日 (木) 佐賀県 唐津市 唐津市立七山小学校

12月15日 (金) 佐賀県 唐津市 唐津市立大良小学校

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

制作団体：　一般社団法人　貞松・浜田バレエ団

公演団体：　一般社団法人　貞松・浜田バレエ団

公演演目：　【小学校】エグゼルシス
　　　　　　　　　　　　　　動物のカーニバル全曲　他
　　　　　　　　【中学校】エグゼルシス
　　　　　　　　　　　　　　セイラーズ・セイリング　他

ブロック：　I ブロック

制作団体：　公益財団法人　梅若研能会

公演団体：　公益財団法人　梅若研能会

公演演目：　狂言「痿痢」
　　　　　　　　能「船弁慶」

ブロック：　I ブロック

制作団体：　株式会社　萬狂言

公演団体：　萬狂言

公演演目：　狂言「柿山伏」、「附子」

ブロック：　I ブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

邦楽 6月1日 (木) 長崎県 大村市 長崎県立ろう学校

12公演 6月2日 (金) 長崎県 佐世保市 佐世保市立黒髪小学校

6月5日 (月) 長崎県 新上五島町 新上五島町立奈良尾小学校

6月6日 (火) 長崎県 佐世保市 佐世保市立江上小学校

6月7日 (水) 長崎県 南島原市 南島原市立布津小学校

6月9日 (金) 長崎県 対馬市 対馬市立大船越中学校

6月11日 (日) 佐賀県 唐津市 唐津市立鬼塚中学校

6月12日 (月) 福岡県 八女市 八女市立筑南中学校

6月13日 (火) 熊本市 熊本市 熊本市立菱形小学校

6月14日 (水) 熊本県 八代市 八代市立植柳小学校

6月15日 (木) 佐賀県 上峰町 上峰町立上峰中学校

6月16日 (金) 佐賀県 唐津市 唐津市立北波多中学校

演芸 6月6日 (火) 長崎県 壱岐市 壱岐市立箱崎小学校

19公演 6月7日 (水) 長崎県 壱岐市 壱岐市立沼津小学校

6月16日 (金) 長崎県 五島市 五島市立三井楽中学校

6月19日 (月) 長崎県 大村市 大村市立郡中学校

9月21日 (木) 福岡市 福岡市 福岡市立志賀島小学校

9月22日 (金) 福岡市 福岡市 福岡市立当仁小学校

9月25日 (月) 長崎県 島原市 島原市立三会中学校

9月26日 (火) 長崎県 長崎市 精道三川台小学校・精道三川台中学校・精道三川台高等学校

9月27日 (水) 長崎県 東彼杵町 東彼杵町立千綿中学校

9月28日 (木) 佐賀県 嬉野市 嬉野市立大野原小中学校

9月29日 (金) 福岡県 宗像市 宗像市立吉武小学校

10月2日 (月) 長崎県 佐世保市 佐世保市立福石小学校

10月3日 (火) 佐賀県 伊万里市 伊万里市立大川小学校

10月4日 (水) 福岡県 小郡市 小郡市立三国小学校

10月5日 (木) 熊本市 熊本市 熊本市立井芹中学校

10月10日 (火) 熊本県 天草市 熊本県立天草支援学校

10月11日 (水) 熊本県 八代市 八代市立泉中学校

10月12日 (木) 熊本県 氷川町 氷川町立宮原小学校

10月13日 (金) 熊本県 水俣市 水俣市立緑東中学校

オーケストラ等 10月20日 (金) 大分県 中津市 中津市立今津小学校

8公演 10月23日 (月) 鹿児島県 姶良市 姶良市立松原なぎさ小学校

10月24日 (火) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立花野小学校

10月25日 (水) 鹿児島県 曽於市 曽於市立大隅南小学校

10月26日 (木) 宮崎県 新富町 新富町立新田小中学校

11月21日 (火) 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立隈之城小学校

11月22日 (水) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立鴨池小学校

11月27日 (月) 沖縄県 宮古島市 宮古島市立平良第一小学校

オーケストラ等 10月24日 (火) 宮崎県 小林市 小林市立細野中学校

10公演 10月25日 (水) 宮崎県 小林市 小林市立西小林中学校

10月26日 (木) 鹿児島県 日置市 日置市立伊作田小学校

10月27日 (金) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立皇徳寺小学校

10月30日 (月) 宮崎県 延岡市 延岡市立旭中学校

10月31日 (火) 大分県 佐伯市 佐伯市立渡町台小学校

11月1日 (水) 大分県 大分市 大分市立丹生小学校

11月15日 (水) 沖縄県 石垣市 石垣市立大浜小学校

11月16日 (木) 沖縄県 石垣市 学校法人カトリック学園 海星小学校

12月6日 (水) 沖縄県 八重瀬町 八重瀬町立新城小学校

音楽劇 10月12日 (木) 大分県 宇佐市 宇佐市立四日市北小学校

11公演 10月13日 (金) 大分県 大分市 大分市立神崎中学校

10月16日 (月) 宮崎県 宮崎市 宮崎市立本郷中学校

10月17日 (火) 宮崎県 都城市 都城市立妻ケ丘中学校

10月18日 (水) 鹿児島県 鹿児島市 志學館中等部

10月19日 (木) 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立高江中学校

10月20日 (金) 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立東郷中学校

10月23日 (月) 沖縄県 糸満市 糸満市立光洋小学校

10月25日 (水) 沖縄県 中城村 中城村立中城南小学校

10月26日 (木) 沖縄県 沖縄市 沖縄市立コザ中学校

10月27日 (金) 沖縄県 本部町 本部町立瀬底小学校

制作団体：　有限会社　志多ら

公演団体：　志多ら

公演演目：　「神馬」、「明神山」、「獅子」
　　　　　　　 尺八独奏、大太鼓、屋台ばやし
　　　　　　　 花まつり「志多ら舞」　トラディショナル

ブロック：　I 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：　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：　歌劇「ローエングリン」より　第３幕への前奏曲
　　　　　　　　行進曲「威風堂々」第１番　他

ブロック：　Jブロック

制作団体：　一般財団法人　東京シティ・フィル財団

公演団体：　東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

公演演目：　≪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】歌劇「カルメン」より前奏曲　他
　　　　　　　　【中学校】歌劇「ウィリアム・テル」より“スイス軍の行進”　他

ブロック：　Jブロック

制作団体：　株式会社　オフィス・ヘンミ・クリエイティブ

公演団体：　東京オペレッタ劇場

公演演目：　オペレッタ「小鳥売り」

ブロック：　Jブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

児童劇 11月7日 (火) 大分県 竹田市 竹田市立久住小学校

18公演 11月8日 (水) 大分県 杵築市 杵築市立北杵築小学校

11月9日 (木) 大分県 津久見市 津久見市立堅徳小学校

11月10日 (金) 大分県 別府市 別府市立別府中央小学校

11月13日 (月) 鹿児島県 指宿市 指宿市立指宿小学校

11月14日 (火) 鹿児島県 薩摩川内 薩摩川内市立入来小学校

11月15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

11月16日 (木) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立南方小学校

11月20日 (月) 沖縄県 今帰仁村 今帰仁村立天底小学校

11月21日 (火) 沖縄県 西原町 西原町立西原南小学校

11月24日 (金) 沖縄県 竹富町 竹富町立白浜小学校

11月28日 (火) 宮崎県 小林市 小林市立須木小学校

11月29日 (水) 宮崎県 小林市 小林市立永久津小学校

12月5日 (火) 宮崎県 都城市 都城市立夏尾小学校

12月6日 (水) 宮崎県 都城市 都城市立石山小学校

12月7日 (木) 宮崎県 延岡市 延岡市立一ヶ岡小学校

12月8日 (金) 宮崎県 日南市 日南市立大堂津小学校

12月11日 (月) 鹿児島県 西之表市 西之表市立国上小学校

児童劇 9月28日 (木) 宮崎県 椎葉村 椎葉村立小崎小学校

12公演 9月29日 (金) 鹿児島県 霧島市 霧島市立霧島小学校

10月2日 (月) 沖縄県 本部町 本部町立上本部小学校

10月3日 (火) 沖縄県 今帰仁村 今帰仁村立兼次小学校

10月6日 (金) 鹿児島県 奄美市 奄美市立小宿小学校

10月10日 (火) 宮崎県 都城市 都城市立高崎小学校

10月11日 (水) 宮崎県 宮崎市 宮崎市立内海小学校

10月12日 (木) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立大龍小学校

10月13日 (金) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立中郡小学校

10月16日 (月) 鹿児島県 鹿屋市 鹿児島県立鹿屋養護学校

10月17日 (火) 鹿児島県 志布志市 志布志市立泰野小学校

10月19日 (木) 大分県 豊後高田市 豊後高田市立桂陽小学校

演劇 11月15日 (水) 大分県 日田市 日田市立南部中学校

10公演 11月16日 (木) 大分県 大分市 大分市立桃園小学校

11月17日 (金) 大分県 佐伯市 佐伯市立鶴岡小学校

11月20日 (月) 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市立串木野中学校

11月22日 (水) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立武岡中学校

11月24日 (金) 鹿児島県 徳之島町 徳之島町立井之川中学校

11月27日 (月) 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市立輝北中学校

11月28日 (火) 宮崎県 小林市 小林市立東方小学校

11月29日 (水) 宮崎県 西都市 西都市立都於郡中学校

11月30日 (木) 宮崎県 宮崎市 宮崎市立青島小学校

演劇 6月13日 (火) 鹿児島県 南種子町 南種子町立大川小学校

15公演 6月14日 (水) 鹿児島県 西之表市 西之表市立古田小学校

6月16日 (金) 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市立生冠中学校

6月19日 (月) 鹿児島県 日置市 日置市立吹上中学校

6月20日 (火) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立錫山小・中学校

6月21日 (水) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立大明丘小学校

6月22日 (木) 鹿児島県 霧島市 霧島市立国分北小学校

6月23日 (金) 宮崎県 日南市 日南市立北郷小中学校

6月26日 (月) 宮崎県 宮崎市 宮崎県立みやざき中央支援学校

6月27日 (火) 宮崎県 宮崎市 宮崎市立恒久小学校

11月6日 (月) 宮崎県 西都市 西都市立都於郡小学校

11月7日 (火) 宮崎県 えびの市 えびの市立上江小中学校

11月8日 (水) 大分県 日田市 日田市立桂林小学校

11月9日 (木) 大分県 佐伯市 佐伯市立八幡小学校

11月10日 (金) 大分県 中津市 中津市立豊田小学校

制作団体：　特定非営利活動法人　アートインAsibina

公演団体：　特定非営利活動法人　アートインAsibina

公演演目：　ねこはしる

ブロック：　Jブロック

制作団体：　特定非営利活動法人　劇場創造ネットワーク

公演団体：　特定非営利活動法人　劇場創造ネットワーク

公演演目：　ピン・ポン

ブロック：　Jブロック

制作団体：　有限会社　東京演劇アンサンブル

公演団体：　東京演劇アンサンブル

公演演目：　銀河鉄道の夜

ブロック：　Jブロック

制作団体：　かわせみ座

公演団体：　かわせみ座

公演演目：　まほろばのこだま

ブロック：　Jブロック



種目
実施都道府県
政令指定都市

市区町村 実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目

平成29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

本公演実施日

歌舞伎・能楽 10月11日 (水) 鹿児島県 和泊町 和泊町立内城小学校

9公演 10月12日 (木) 鹿児島県 姶良市 姶良市立加治木小学校

10月13日 (金) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立西陵中学校

11月6日 (月) 宮崎県 都城市 都城市立高城中学校

11月7日 (火) 大分県 日田市 日田市立日隈小学校

11月8日 (水) 大分県 日田市 日田市立有田小学校

11月28日 (火) 宮崎県 門川町 門川町立五十鈴小学校

11月29日 (水) 宮崎県 延岡市 延岡市立岡富小学校

11月30日 (木) 宮崎県 宮崎市 宮崎市立高岡中学校

歌舞伎・能楽 6月1日 (木) 沖縄県 竹富町 竹富町立上原小学校

18公演 6月19日 (月) 大分県 大分市 大分市立金池小学校

6月20日 (火) 大分県 大分市 大分市立津留小学校

6月21日 (水) 大分県 大分市 大分大学教育学部附属小学校

6月22日 (木) 宮崎県 延岡市 延岡市立土々呂小学校

6月23日 (金) 宮崎県 高千穂町 高千穂町立高千穂中学校

6月27日 (火) 鹿児島県 南種子町 南種子町立島間小学校

6月28日 (水) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立本名小学校

6月29日 (木) 鹿児島県 志布志市 志布志市立有明中学校

6月30日 (金) 鹿児島県 霧島市 霧島市立富隈小学校

7月3日 (月) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立坂元小学校

7月4日 (火) 鹿児島県 阿久根市 阿久根市立山下小学校

7月5日 (水) 鹿児島県 長島町 長島町立蔵之元小学校

7月6日 (木) 鹿児島県 長島町 長島町立長島中学校

11月27日 (月) 宮崎県 都城市 都城市立夏尾中学校

11月28日 (火) 宮崎県 都城市 都城市立山田小学校

11月29日 (水) 宮崎県 小林市 小林市立細野小学校

11月30日 (木) 宮崎県 都城市 都城市立上長飯小学校

邦楽 6月9日 (金) 沖縄県 竹富町 竹富町立波照間小中学校

17公演 6月19日 (月) 鹿児島県 和泊町 和泊町立和泊小学校

6月20日 (火) 鹿児島県 和泊町 和泊町立和泊中学校

11月6日 (月) 鹿児島県 南種子町 南種子町立中平小学校

11月7日 (火) 鹿児島県 西之表市 西之表市立住吉小学校

11月9日 (木) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立清水小学校

11月10日 (金) 鹿児島県 曽於市 曽於市立大隅北小学校

11月13日 (月) 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立可愛小学校

11月14日 (火) 鹿児島県 日置市 日置市立土橋中学校

11月29日 (水) 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市立細山田中学校

11月30日 (木) 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市立南小学校

12月1日 (金) 鹿児島県 志布志市 志布志市立潤ヶ野小学校

12月4日 (月) 宮崎県 日南市 日南市立吾田東小学校

12月5日 (火) 宮崎県 日南市 宮崎県立日南くろしお支援学校

12月6日 (水) 宮崎県 美郷町 美郷町立西郷中学校

12月7日 (木) 宮崎県 延岡市 延岡市立東小学校

12月8日 (金) 大分県 大分市 大分市立明野西小学校

演芸 7月3日 (月) 鹿児島県 長島町 長島町立川床中学校

8公演 7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西中学校

7月5日 (水) 鹿児島県 指宿市 指宿市立魚見小学校

7月7日 (金) 鹿児島県 西之表市 西之表市立安納小学校

12月5日 (火) 大分県 別府市 別府市立東山小中学校

12月6日 (水) 宮崎県 延岡市 延岡市立南浦中学校

12月7日 (木) 宮崎県 新富町 新富町立上新田中学校

12月8日 (金) 宮崎県 日南市 日南市立吾田中学校

制作団体：　皐風会

公演団体：　皐風会

公演演目：　狂言「柿山伏」
　　　　　　　　能「羽衣」

ブロック：　Jブロック

制作団体：　株式会社　東京コンサーツ

公演団体：　一般社団法人　伶楽舎

公演演目：　伶楽舎　子どものための雅楽コンサート
　　　　　　　　　・第1部　雅楽ってなあに？
　　　　　　　　　・第2部　日本昔ばなしと雅楽

ブロック：　Jブロック

制作団体：　公益社団法人　落語芸術協会

公演団体：　日本講談協会

公演演目：　しばられ地蔵

ブロック：　Jブロック

制作団体：　公益財団法人　大槻能楽堂

公演団体：　公益財団法人　大槻能楽堂

公演演目：　能楽「土蜘蛛」

ブロック：　Jブロック



分野 氏名 職名

伊藤　制子 東邦音楽大学講師

國土　潤一 音楽評論家

宮澤　淳一 青山学院大学教授

山田　治生 音楽評論家

池野　惠 舞踊評論家

菘　あつこ 舞踊ジャーナリスト

多々納みわ子 舞踊家

村山　久美子 舞踊評論家

大島　幸久 演劇ジャーナリスト

指田　利和 児童演劇研究者

伊達　なつめ 演劇ジャーナリスト

水野　久 （株）晩成書房　代表取締役

猪又　宏治 国立劇場制作部伝統芸能課長

今岡　謙太郎 武蔵野美術大学教授

野川　美穂子 東京藝術大学講師

氷川　まりこ 伝統文化ジャーナリスト

風見　章　　 全日本音楽教育研究会中学校部会長

野口　由美子　　 東京都中学校文化連盟顧問

早川　修一 全日本音楽教育研究会小学校部会長

平成２９年度「文化芸術による子供の育成事業」企画委員

学校関係

音楽

舞踊

演劇

演芸・
伝統芸能


