
茨城県 水戸市立第二中学校 11月06日(金)

東京都 八王子市立高嶺小学校 10月29日(木)

神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 9月28日(月)

京都府 舞鶴市立岡田小学校 10月19日(月)

和歌山県 和歌山市立貴志南小学校 11月04日(水)

和歌山県 和歌山市立雑賀崎小学校 11月05日(木)

京都市 京都市立桂小学校 10月01日(木)

京都市 京都市立石田小学校 12月03日(木)

福田 千惠子 第一部（美術） 日本画 千葉県 国府台女子学院小学部 11月13日(金)

北海道 北海道八雲養護学校 11月12日(木)

石巻市立鹿妻小学校 11月18日(水)

涌谷町立涌谷第一小学校 9月15日(火)

丸森町立大張小学校 11月06日(金)

長井市立伊佐沢小学校 11月11日(水)

米沢市立西部小学校 1月29日(金)

埼玉県 行田市立太田東小学校 11月16日(月)

越前市北新庄小学校 10月09日(金)

若狭町立気山小学校 11月27日(金)

津市立家城小学校 12月04日(金)

伊勢市立豊浜中学校 11月25日(水)

兵庫県 たつの市立西栗栖小学校 12月09日(水)

香川県 坂出市立東部小学校 10月07日(水)

大分県 津久見市立保戸島中学校 10月19日(月)

仙台市 仙台市立錦ケ丘小学校 11月19日(木)

神戸市 神戸市立大原中学校 12月11日(金)

奥谷 博 第一部（美術） 洋 画 愛知県 東海市立平洲中学校 10月29日(木)

中山 忠彦 第一部（美術） 洋 画 大分県 中津市立三保小学校 11月12日(木)

島田 章三 第一部（美術） 洋 画 愛知県 愛知県立蒲郡高等学校 12月22日(火)

北海道 北海道札幌東豊高等学校 9月14日(月)

宮城県 気仙沼市立唐桑中学校 9月02日(水)

茨城県 つくば市立田水山小学校 10月22日(木)

茨城県 鉾田市立徳宿小学校 10月22日(木)

東京都 文京区立汐見小学校 12月15日(火)

東京都 小平市立小平第七小学校 10月27日(火)

新潟県 村上市立神納中学校 11月10日(火)

三重県 鈴鹿市立鈴峰中学校 11月16日(月)

京都府 向日市立寺戸中学校 11月04日(水)

兵庫県 豊岡市立日高西中学校 11月05日(木)

奈良県 奈良県立青翔中学校 9月26日(土)

鹿児島県 西之表市立榕城小学校 10月30日(金)

札幌市 札幌市立琴似中学校 9月15日(火)

北九州市 北九州市立柳西中学校 12月07日(月)
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那波多目 功一 第一部（美術） 日本画

清水 達三 第一部（美術） 日本画

宮城県

福井県

三重県

絹谷 幸二 第一部（美術） 洋 画

山形県

福王寺 一彦 第一部（美術） 日本画
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北海道 函館三育小学校 9月02日(水)

栃木県 日光市立中宮祠中学校 9月29日(火)

島根県 奥出雲町立八川小学校 10月28日(水)

鹿児島県 南九州市立大丸小学校 12月12日(土)

北海道 苫小牧市立啓北中学校 10月27日(火)

宮城県 亘理町立高屋小学校 11月18日(水)

宮城県 丸森町立大内小学校 11月24日(火)

福島県 伊達市立大石小学校 9月03日(木)

東京都 町田市立南第一小学校 9月15日(火)

滋賀県 東近江市立能登川南小学校 10月20日(火)

福岡県 八女市立立花小学校 9月29日(火)

福岡県 八女市立立花中学校 11月30日(月)

藤森 兼明 第一部（美術） 洋 画 富山県 小矢部市立津沢小学校 9月29日(火)

東京都 府中市立府中第三小学校 11月13日(金)

東京都 府中市立若松小学校 12月04日(金)

東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校初等部 12月18日(金)

佐賀県 佐賀大学附属中学校 11月27日(金)

茨城県 さくら学園つくば市立栗原小学校 9月16日(水)

茨城県 牛久市立下根中学校 10月06日(火)

長野県 上田市立塩川小学校 11月27日(金)

三重県 三重県立飯野高等学校 10月21日(水)

滋賀県 滋賀県立栗東高等学校 11月05日(木)

大阪府 八尾市立久宝寺中学校 11月12日(木)

大阪市 九条南小学校 10月15日(木)

池口 史子 第一部（美術） 洋 画 神奈川県 綾瀬市立土棚小学校 10月13日(火)

茨城県 潮来市立大生原小学校 11月12日(木)

東京都 文京区立湯島小学校 10月13日(火)

横浜市 新石川小学校 11月09日(月)

横浜市 大綱小学校 12月01日(火)

愛知県 西尾市立西尾中学校 9月04日(金)

大阪府 河内長野市立石仏小学校 11月27日(金)

京都市 京都市立養正小学校 10月21日(水)

京都市 京都市立嵐山東小学校 9月01日(火)

栃木県 鹿沼市立北押原中学校 9月03日(木)

福井県 あわら市北潟小学校 9月17日(木)

岐阜県 多治見市立市之倉小学校 11月09日(月)

兵庫県 洲本市立安乎中学校 11月12日(木)

和歌山県 和歌山市立宮前小学校 11月13日(金)

鹿児島県 奄美市立崎原中学校 10月08日(木)

塗師 祥一郎

山本 眞輔 第一部（美術） 彫 塑

大津 英敏 第一部（美術） 洋 画

藪野 健

第一部（美術） 洋 画

第一部（美術） 洋 画

山本 文彦 第一部（美術） 洋 画

川﨑 普照 第一部（美術） 彫 塑

神戸 峰男 第一部（美術） 彫 塑



平成27年度文化芸術による子供の育成事業
［子供 夢・アート・アカデミー］決定一覧

被派遣者氏名
日本芸術院会員

の部別
分科別

都道府県・
政令指定都市

希望校名 実施日

青森県 青森県立八戸東高等学校 9月28日(月)

滋賀県 滋賀県立水口東高等学校 12月09日(水)

兵庫県 灘中学校・高等学校 10月03日(土)

福島県 只見町立只見小学校 10月25日(日)

京都府 綾部市立西八田小学校 11月18日(水)

愛媛県 愛南町立内海中学校 11月30日(月)

福島県 二本松市立安達太良小学校 11月26日(木)

茨城県 小美玉市立小川南中学校 10月24日(土)

横浜市 下永谷小学校 12月01日(火)

福島県 郡山市立桃見台小学校 9月24日(木)

東京都 大田区立入新井第二小学校 9月29日(火)

和歌山県 橋本市立城山小学校 12月10日(木)

京都市 京都市立朱雀第三小学校 10月26日(月)

三浦 雅士 第二部（文芸） 評論・翻訳

梅若 善政
第三部

（音楽・演劇・舞
踊）

能 楽

堤 剛
第三部

（音楽・演劇・舞
踊）

洋楽

清水 洋子
第三部

（音楽・演劇・舞
踊）

舞踊

觀世 三千子
第三部

（音楽・演劇・舞
踊）

舞踊


























