
京都市 京都市立嵐山東小学校 12月6日(火)

京都市 京都市立松原中学校 9月9日(金)

茨城県 日立市立中里中学校 11月15日(火)

東京都 小平市立小平第十五小学校 12月3日(土)

東京都 練馬区立貫井中学校 12月14日(水)

京都府 舞鶴市立岡田小学校 9月9日(金)

大阪府 豊能町立東ときわ台小学校 9月30日(金)

大阪府 河内長野市立天見小学校 11月11日(金)

兵庫県 宝塚市立長尾南小学校 9月12日(月)

和歌山県 和歌山市立貴志南小学校 10月7日(金)

和歌山県 和歌山市立東山東小学校 10月28日(金)

和歌山県 和歌山市立雑賀崎小学校 11月29日(火)

和歌山県 橋本市立学文路小学校 9月20日(火)

京都市 京都市立石田小学校 9月26日(月)

福田 千惠子 第一部 日本画 東京都 板橋区立中根橋小学校 11月30日(水)

岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 9月30日(金)

山形県 南陽市立荻小学校 11月29日(火)

山形県 鶴岡市立広瀬小学校 10月7日(金)

福島県 いわき市立桶売中学校 10月25日(火)

栃木県 鹿沼市立北押原中学校 9月9日(金)

埼玉県 川口市立朝日西小学校 11月9日(水)

東京都 足立区立弘道小学校 10月19日(水)

東京都 小平市立上宿小学校 9月13日(火)

愛知県 愛知県立蒲郡高等学校 11月15日(火)

岡山県 玉野市立日比小学校 9月28日(水)

香川県 坂出市立東部小学校 11月25日(金)

長崎県 五島市立三井楽中学校 9月21日(水)

長崎県 平戸市立度島中学校 9月16日(金)

大分県 豊後大野市立百枝小学校 10月21日(金)

鹿児島県 鹿児島市立西伊敷小学校 10月14日(金)

鹿児島県 伊佐市立湯之尾小学校 12月16日(金)

大阪市 大阪市立築港中学校 12月6日(火)

福島県 いわき市立大浦小学校 11月21日(月)

福島県 天栄村立湯本小学校 11月24日(木)

埼玉県 私立星野学園中学校 12月8日(木)

神奈川県 茅ケ崎市立浜須賀小学校 11月29日(火)

高知県 宿毛市立片島中学校 10月24日(月)

第一部 日本画

被派遣者氏名
日本芸術院会員

の部別
分科別

山﨑 隆夫 第一部 日本画

福王寺 一彦

平成28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

上村 淳

那波多目 功一

第一部 日本画

第一部 日本画

実施日
都道府県・

政令指定都市
実施校名

清水 達三 第一部 日本画

奥谷 博 第一部 洋 画
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京都府 舞鶴市立和田中学校 11月15日(火)

大分県 中津市立三保小学校 11月11日(金)

宮崎県 都城市立高城中学校 10月26日(水)

神戸市 神戸市立平野中学校 10月31日(月)

島田 章三 第一部 洋 画 愛知県 愛知県立長久手高等学校 11月11日(金)

福島県 会津若松市立謹教小学校 9月8日(木)

埼玉県 桶川市立桶川小学校 10月19日(水)

埼玉県 松伏町立松伏第二小学校 10月25日(火)

千葉県 野田市立福田第二小学校 9月7日(水)

東京都 新宿区立花園小学校 11月11日(金)

東京都 西東京市立けやき小学校 9月26日(月)

三重県 学法 津田学園中学校・高等学校 9月28日(水)

兵庫県 兵庫県立長田商業高等学校 12月16日(金)

兵庫県 兵庫県立明石高等学校 12月15日(木)

奈良県 生駒市立生駒南中学校 12月2日(金)

山口県 光市立大和中学校 10月27日(木)

香川県 三豊市立麻小学校 9月29日(木)

神戸市 神戸市立垂水小学校 12月16日(金)

広島市 広島市立牛田中学校 9月30日(金)

福岡市 福岡市立金武中学校 12月5日(月)

山本 貞 第一部 洋 画 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 11月7日(月)

福島県 伊達市立大石小学校 9月8日(木)

茨城県 小美玉市立下吉影小学校 9月21日(水)

埼玉県 三郷市立吹上小学校 11月10日(木)

東京都 文京区立汐見小学校 12月13日(火)

東京都 文京区立湯島小学校 9月12日(月)

岐阜県 郡上市立大和北小学校 12月5日(月)

兵庫県 兵庫県立尼崎高等学校 11月22日(火)

島根県 奥出雲町立八川小学校 11月17日(木)

徳島県 藍住町立藍住中学校 9月26日(月)

熊本県 天草市立楠浦小学校 9月2日(金)

宮崎県 西都市立都於郡小学校 12月1日(木)

沖縄県 宮古島市立狩俣中学校 10月26日(水)

富山県 小矢部市立蟹谷小学校 9月12日(月)

富山県 上市町立上市中央小学校 9月9日(金)

洋 画

第一部 洋 画

絹谷 幸二 第一部

藤森 兼明 第一部

中山 忠彦 第一部 洋 画

大津 英敏

洋 画
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東京都 府中市立若松小学校 9月6日(火)

東京都 府中市立府中第三小学校 12月13日(火)

東京都 早稲田大学系属 早稲田実業学校 初等部 12月16日(金)

佐賀県 佐賀大学教育学部附属小学校 10月25日(火)

茨城県 つくば市立二の宮小学校 9月7日(水)

茨城県 茨城県立牛久栄進高等学校 11月16日(水)

静岡県 東海大学付属静岡翔洋高等学校 9月17日(土)

徳島県 石井町石井中学校 10月27日(木)

愛媛県 済美高等学校 11月7日(月)

京都市 京都市立養正小学校 10月18日(火)

神戸市 神戸市立東垂水小学校 12月16日(金)

北九州市 北九州市立高見中学校 12月12日(月)

神奈川県 湯河原町立東台福浦小学校 9月14日(水)

大分県 大分市立南大分小学校 11月28日(月)

大分県 津久見市立第一中学校 9月21日(水)

北海道 函館三育小学校 9月7日(水)

和歌山県 和歌山市立宮前小学校 10月20日(木)

鹿児島県 西之表市立現和小学校 12月16日(金)

髙橋 行雄 第二部 詩 歌 茨城県 水戸市立堀原小学校 11月30日(水)

神奈川県 綾瀬市立綾南小学校 11月17日(木)

京都府 井手町立井手小学校 11月8日(火)

岡山県 赤磐市立軽部小学校 11月22日(火)

広島県 東広島市立吉川小学校 11月21日(月)

埼玉県 朝霞市立朝霞第八小学校 11月1日(火)

東京都 昭島市立拝島第三小学校 10月11日(火)

徳島県 美馬市立三島小学校 9月30日(金)

堺市 堺市立深井西小学校 11月22日(火)

神奈川県 法政大学女子高等学校 11月17日(木)

新潟県 新潟県立長岡聾学校 10月11日(火)

長崎県 長崎県立松浦高等学校 12月1日(木)

藪野 健 第一部 洋 画

第一部 彫 塑

栗林 義信 第三部
洋 楽
(声楽)

第三部
洋 楽
(チェロ)

堤 剛

山本 文彦 第一部 洋 画

吉増 剛造 第二部 詩 歌

佐藤 哲也 第一部 洋 画

神戸 峰男
















