
令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】

合唱 2019年10月2日 水 秋田県 大館市 大館市立山瀬小学校
制作団体： 株式会社東京合唱協会

7公演 2019年10月3日 木 秋田県 能代市 能代市立二ツ井小学校
公演団体： 東京合唱協会

2019年10月4日 金 秋田県 能代市 能代市立渟城南小学校
公演演目：

2019年10月7日 月 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼中学校

2019年10月8日 火 秋田県 横手市 横手市立山内小学校

2019年10月9日 水 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立新月中学校

2019年10月10日 木 宮城県 加美町 加美町立小野田中学校

ブロック： A

オーケストラ等 2019年7月3日 水 宮城県 亘理町 亘理町立亘理小学校
制作団体： 公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団

13公演 2019年7月4日 木 宮城県 塩竈市 塩竈市立玉川中学校
公演団体： 仙台フィルハーモニー管弦楽団

2019年7月5日 金 宮城県 石巻市 石巻市立青葉中学校
公演演目：

2019年9月2日 月 北海道 釧路市 釧路市立共栄小学校

2019年9月3日 火 北海道 池田町 池田町立池田中学校

2019年9月4日 水 北海道 小樽市 小樽市立長橋中学校
ブロック： A

2019年9月5日 木 北海道 北斗市 北斗市立大野中学校

2019年10月8日 火 宮城県 角田市 角田市立北角田中学校

2019年10月15日 火 秋田県 横手市 横手市立十文字第二小学校

2019年10月16日 水 秋田県 湯沢市 湯沢市立三梨小学校

2019年10月17日 木 秋田県 湯沢市 湯沢市立湯沢東小学校

2019年10月18日 金 秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪第一中学校

2019年11月25日 月 仙台市 仙台市 仙台市立広陵中学校

オーケストラ等 2019年9月10日 火 青森県 平内町 平内町立山口小学校
制作団体： 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

7公演 2019年9月11日 水 秋田県 鹿角市 鹿角市立十和田中学校
公演団体： 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

2019年9月12日 木 岩手県 奥州市 奥州市立佐倉河小学校
公演演目：

2019年9月13日 金 岩手県 一関市 一関市立猿沢小学校

2019年11月26日 火 青森県 藤崎町 藤崎町立藤崎中学校

2019年11月27日 水 青森県 平川市 平川市立金田小学校

2019年11月28日 木 青森県 青森市 青森市立古川小学校

ブロック： A

音楽劇 2019年11月5日 火 秋田県 大館市 大館市立有浦小学校
制作団体： 株式会社オフィス・ヘンミ・クリエイティブ

9公演 2019年11月6日 水 秋田県 三種町 三種町立山本中学校
公演団体： 東京オペレッタ劇場

2019年11月7日 木 秋田県 秋田市 秋田市立旭川小学校
公演演目： 『小鳥売り』

2019年11月8日 金 秋田県 湯沢市 湯沢市立雄勝小学校

2019年11月14日 木 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
ブロック： A

2019年11月15日 金 札幌市 札幌市 札幌市立南の沢小学校

2019年11月18日 月 札幌市 札幌市 札幌市立北白石小学校

2019年11月19日 火 北海道 岩見沢市 岩見沢市立南小学校

2019年11月20日 水 北海道 帯広市 帯広市立広野小学校

児童劇 2019年10月25日 金 秋田県 鹿角市 鹿角市立大湯小学校
制作団体： 公益財団法人・現代人形劇センター

10公演 2019年10月28日 月 宮城県 登米市 登米市立米谷小学校
公演団体： デフ・パペットシアター・ひとみ

2019年10月29日 火 岩手県 滝沢市 滝沢市立滝沢東小学校
公演演目：

2019年10月30日 水 宮城県 大崎市 大崎市立三本木中学校

2019年10月31日 木 宮城県 柴田町 柴田町立西住小学校
ブロック： A

2019年11月1日 金 宮城県 角田市 角田市立金津中学校

2019年11月5日 火 北海道 旭川市 北海道旭川聾学校

2019年11月7日 木 青森県 弘前市 弘前市立新和小学校

2019年11月8日 金 青森県 弘前市 弘前市立船沢中学校

2019年11月11日 月 岩手県 盛岡市 岩手県立盛岡聴覚支援学校

児童劇 2019年6月18日 火 宮城県 大崎市 大崎市立田尻小学校
制作団体： 有限会社劇団かかし座

12公演 2019年6月19日 水 宮城県 大崎市 大崎市立沼部小学校
公演団体： 有限会社劇団かかし座

2019年6月20日 木 岩手県 北上市 北上市立黒岩小学校
公演演目：

2019年6月21日 金 秋田県 羽後町 羽後町立西馬音内小学校

2019年6月24日 月 秋田県 横手市 横手市立浅舞小学校
ブロック： A

2019年6月25日 火 秋田県 横手市 横手市立大雄小学校

2019年6月26日 水 秋田県 三種町 三種町立湖北小学校

2019年6月27日 木 仙台市 仙台市 仙台市立古城小学校

2019年9月9日 月 青森県 黒石市 黒石市立中郷小学校

2019年9月10日 火 秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪小学校

2019年9月12日 木 札幌市 札幌市 札幌市立新川中央小学校

2019年9月13日 金 札幌市 札幌市 札幌市立米里小学校

筑波山麓男声合唱団
【ディズニー・メドレー】 ハイホー・星に願いを・チムチムチェリー・ビビディバビディ
ブー・小さな世界 他
【サウンド・オブ・ミュージックより】テーマ・マリア・一人ぼっちの羊飼い・エーデルワ
イス・ドレミの歌・すべての山に登れ
・歌劇【椿姫】より「乾杯の歌」
【第4部】オペレッタ【あまんじゃくとうりこ姫】等

ビゼー：歌劇「カルメン」より“第１幕への前奏曲” 他
小学校 ヴェルディ：歌劇「リゴレット」より“風の中の羽のように”（女心の歌）
中学校 プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より“誰も寝てはならぬ” 他

（小学校）
♪ロッシーニ：歌劇『ウィリアム・テル』より“スイス軍の行進”
♪ブラームス：ハンガリー舞曲第５番 他
（中学校）
♪ロッシーニ：歌劇『ウィリアム・テル』より“スイス軍の行進”
♪ロジャース&ハマースタイン：「サウンド・オブ・ミュージック」よりドレミの歌 他

実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック
種目

公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

「はこ/ＢＯＸＥＳ じいちゃんのオルゴール♪」
構成・演出：くすのき燕（人形芝居燕屋）

影絵劇「三枚のおふだ」
構成・脚本・演出／太宰久夫



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

演劇 2019年11月20日 水 札幌市 札幌市 札幌市立丘珠中学校
制作団体： 有限会社東京演劇アンサンブル

5公演 2019年11月22日 金 北海道 小樽市 小樽市立桜町中学校
公演団体： 東京演劇アンサンブル

2019年11月25日 月 宮城県 角田市 角田市立横倉小学校
公演演目：

2019年11月27日 水 宮城県 利府町 利府町立しらかし台中学校

2019年12月2日 月 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立面瀬中学校

ブロック： A

ミュージカル 2019年9月2日 月 宮城県 大崎市 大崎市立岩出山小学校 制作団体： 株式会社劇団ポプラ

25公演 2019年9月3日 火 宮城県 加美町 加美町立賀美石小学校 公演団体： 劇団ポプラ

2019年9月4日 水 宮城県 大崎市 大崎市立鹿島台中学校 公演演目：

2019年9月5日 木 岩手県 葛巻町 葛巻町立小屋瀬中学校

2019年9月6日 金 岩手県 盛岡市 盛岡市立米内中学校

2019年9月9日 月 青森県 田舎館村 田舎館村立田舎館小学校 ブロック： A

2019年9月10日 火 青森県 つがる市 青森県立森田養護学校

2019年9月11日 水 青森県 十和田市 十和田市立洞内小学校

2019年9月12日 木 岩手県 久慈市 久慈市立侍浜小学校

2019年9月13日 金 岩手県 久慈市 久慈市立夏井小学校

2019年9月17日 火 北海道 苫小牧市 苫小牧市立北光小学校

2019年9月18日 水 北海道 小樽市 小樽市立北陵中学校

2019年9月19日 木 北海道 美唄市 北海道美唄養護学校

2019年9月20日 金 北海道 中富良野町 中富良野町立中富良野中学校

2019年9月24日 火 札幌市 札幌市 札幌市立澄川西小学校

2019年9月25日 水 札幌市 札幌市 札幌市立大谷地小学校

2019年9月27日 金 岩手県 宮古市 岩手県立宮古恵風支援学校

2019年9月30日 月 青森県 八戸市 八戸市立日計ヶ丘小学校

2019年10月1日 火 宮城県 石巻市 石巻市立貞山小学校

2019年10月2日 水 宮城県 大崎市 大崎市立鳴子小学校

2019年10月3日 木 秋田県 三種町 三種町立八竜中学校

2019年10月4日 金 秋田県 北秋田市 北秋田市立米内沢小学校

2019年10月7日 月 岩手県 一関市 一関市立川崎中学校

2019年10月8日 火 秋田県 湯沢市 湯沢市立湯沢西小学校

2019年10月9日 水 秋田県 由利本荘市 由利本荘市立西目小学校

バレエ 2019年10月29日 火 秋田県 にかほ市 にかほ市立平沢小学校 制作団体： 株式会社Ｂ・シャンブルウエスト

8公演 2019年10月30日 水 秋田県 横手市 横手市立大森小学校 公演団体： バレエシャンブルウエスト

2019年10月31日 木 秋田県 横手市 横手市立横手明峰中学校 公演演目：

2019年11月1日 金 宮城県 角田市 角田市立西根小学校

2019年11月5日 火 宮城県 塩竈市 塩竈市立第二中学校

2019年11月6日 水 仙台市 仙台市 仙台市立川前小学校 ブロック： A

2019年11月7日 木 仙台市 仙台市 仙台市立住吉台中学校

2019年11月8日 金 宮城県 利府町 利府町立青山小学校

歌舞伎・能楽 2019年6月24日 月 岩手県 盛岡市 盛岡市立向中野小学校 制作団体： 公益財団法人梅若研能会

9公演 2019年6月25日 火 岩手県 花巻市 花巻市立笹間第一小学校 公演団体： 公益財団法人梅若研能会

2019年6月26日 水 青森県 八戸市 青森県立八戸第一養護学校 公演演目：

2019年6月27日 木 秋田県 大館市 大館市立釈迦内小学校

2019年6月28日 金 秋田県 鹿角市 鹿角市立八幡平小学校

2019年10月8日 火 北海道 釧路市 釧路市立朝陽小学校

2019年10月9日 水 北海道 釧路市 釧路市立美原小学校 ブロック： A

2019年10月10日 木 札幌市 札幌市 札幌市立山の手小学校

2019年10月11日 金 札幌市 札幌市 札幌市立平岸高台小学校

歌舞伎・能楽 2019年9月10日 火 札幌市 札幌市 札幌市立福井野中学校 制作団体： 合同会社大蔵流狂言山本事務所

8公演 2019年9月11日 水 札幌市 札幌市 札幌市立幌西小学校 公演団体： 大蔵流狂言山本会

2019年9月12日 木 北海道 帯広市 帯広市立大空小学校 公演演目：

2019年10月7日 月 青森県 十和田市 十和田市立四和小学校

2019年10月8日 火 青森県 五戸町 五戸町立倉石小学校

2019年10月9日 水 秋田県 北秋田市 北秋田市立綴子小学校 ブロック： A

2019年10月10日 木 秋田県 大館市 大館市立成章小学校

2019年10月11日 金 岩手県 盛岡市 盛岡市立厨川中学校

邦楽 2019年10月2日 水 北海道 釧路市 釧路市立芦野小学校 制作団体： 株式会社北前船

13公演 2019年10月3日 木 北海道 斜里町 斜里町立斜里中学校 公演団体： 太鼓芸能集団鼓童

2019年10月4日 金 北海道 豊浦町
学校法人北海道シュタイナー学園 いずみの学校
初等部中等部

公演演目： ［１］太鼓演奏［２］太鼓体験［３］トーク

2019年10月9日 水 札幌市 札幌市 札幌市立北小学校

2019年10月10日 木 札幌市 札幌市 札幌市立北野台小学校 ブロック： A

2019年10月15日 火 秋田県 大館市 大館市立花岡小学校

2019年10月16日 水 秋田県 北秋田市 北秋田市立合川小学校

2019年10月17日 木 秋田県 井川町 井川町立井川義務教育学校

2019年10月18日 金 秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪第二中学校

2019年12月3日 火 宮城県 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校

2019年12月4日 水 宮城県 東松島市 東松島市立鳴瀬桜華小学校

2019年12月5日 木 宮城県 石巻市 石巻市立大原小学校

2019年12月6日 金 仙台市 仙台市 仙台市立将監中央小学校

・狂言 「柿山伏（かきやまぶし）」「附 子（ぶす）」
・小舞一番
・お話「狂言の心と日本の文化」

音楽劇 消えた海賊
広渡常敏／作
演出／公家義徳

ミュージカル『オズの魔法使い』
原 作：Ｌ・Ｆボーム
脚本/演出：木島 恭

「くるみ割り人形」
原作 E.Tホフマン
作曲 P.Iチャイコフスキ-
演出振付 今村博明 川口ゆり子

● 能 「土蜘蛛」 作者 不詳 ５番目物   典拠 平家物語（剣巻）

● 狂 言 「雷 (かみなり)」 和泉流
神鳴（かみなり） 大蔵流



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

邦楽 2019年10月7日 月 北海道 札幌市 学校法人国際学園 星槎もみじ中学校 制作団体： 有限会社古典空間

5公演 2019年10月8日 火 札幌市 札幌市 札幌市立月寒東小学校 公演団体： 一般社団法人義太夫協会

2019年10月21日 月 秋田県 八峰町 八峰町立八峰中学校 公演演目：

2019年10月24日 木 岩手県 花巻市 花巻市立太田小学校

2019年10月25日 金 宮城県 栗原市 栗原市立栗駒中学校 ブロック： A

演芸 2019年11月25日 月 青森県 弘前市 弘前市立裾野中学校 制作団体： 公益社団法人落語芸術協会

5公演 2019年11月26日 火 秋田県 三種町 三種町立琴丘中学校 公演団体： 日本講談協会

2019年11月27日 水 秋田県 鹿角市 鹿角市立八幡平中学校 公演演目： ● 「しばられ地蔵」 他

2019年11月28日 木 宮城県 気仙沼市 気仙沼市立九条小学校

2019年11月29日 金 仙台市 仙台市 仙台市立幸町小学校 ブロック： A

児童劇 2019年7月16日 火 青森県 青森市 青森県立青森若葉養護学校 制作団体： [Ｃ区分]有限会社劇団風の子

22公演 2019年8月29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 公演団体： [Ｃ区分]劇団風の子

2019年8月30日 金 札幌市 札幌市 札幌市立北都小学校 公演演目：

うちAブロック 2019年9月2日 月 北海道 奥尻町 奥尻町立青苗小学校

13公演 2019年9月4日 水 北海道 札幌市 北海道手稲養護学校 ブロック： A

2019年9月5日 木 北海道 浦臼町 浦臼町立浦臼小学校

2019年9月9日 月 青森県 十和田市 十和田市立西小学校

2019年9月10日 火 青森県 階上町 階上町立道仏小学校

2019年9月11日 水 秋田県 北秋田市 北秋田市立大阿仁小学校

2019年9月12日 木 秋田県 三種町 三種町立金岡小学校

2019年9月13日 金 岩手県 遠野市 遠野市立小友小学校

2019年9月17日 火 秋田県 羽後町 羽後町立高瀬小学校

2019年9月20日 金 仙台市 仙台市 仙台市立根白石小学校

メディアアート等
制作団体： [Ｃ区分]公立大学法人金沢美術工芸大学

公演団体： [Ｃ区分]「だいちの星座」プロジェクト

公演演目：

ブロック： A

①義太夫節を聴いてみよう！
『増補大江山（ぞうほおおえやま） 』「戻り橋の段（もどりばしのだん）」より他

「風の子バザール」
構成演出：藤井郁夫

追加公演での実施を予定

だいちの星座 －人工衛星と手作りの電波反射器を利用した地上絵の制作
ワークショップ1回→メインプログラム



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

合唱 2019年10月7日 月 埼玉県 行田市 行田市立南河原小学校 制作団体： 公益財団法人東京二期会

9公演 2019年10月8日 火 埼玉県 久喜市 久喜市立本町小学校 公演団体： 二期会合唱団

2019年10月9日 水 埼玉県 加須市 加須市立騎西中学校 公演演目：

2019年10月10日 木 栃木県 宇都宮市 宇都宮海星女子学院中学校

2019年10月11日 金 栃木県 那須塩原市 那須塩原市立箒根中学校

2019年10月15日 火 埼玉県 越谷市 越谷市立大沢北小学校

2019年10月16日 水 埼玉県 入間市 入間市立黒須小学校

2019年10月17日 木 埼玉県 久喜市 久喜市立鷲宮小学校 ブロック： B

2019年10月18日 金 さいたま市 南区 さいたま市立向小学校

オーケストラ等 2019年9月24日 火 福島県 福島市 福島市立平田小学校 制作団体： 公益財団法人札幌交響楽団

10公演 2019年9月25日 水 福島県 会津若松市 会津若松市立城南小学校 公演団体： 札幌交響楽団

2019年9月26日 木 福島県 二本松市 二本松市立油井小学校 公演演目：

2019年9月27日 金 福島県 田村市 田村市立美山小学校

2019年9月30日 月 福島県 本宮市 本宮市立本宮第一中学校 ブロック： B

2019年10月1日 火 山形県 米沢市 米沢市立第二中学校

2019年10月2日 水 山形県 米沢市 米沢市立第三中学校

2019年11月13日 水 埼玉県 本庄市 本庄市立本庄東小学校

2019年11月14日 木 栃木県 小山市 小山市立乙女中学校

2019年11月15日 金 埼玉県 ふじみ野市 ふじみ野市立西小学校

オーケストラ等 2019年9月18日 水 山形県 遊佐町 遊佐町立高瀬小学校 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 2019年9月19日 木 山形県 遊佐町 遊佐町立遊佐中学校 公演団体： 日本フィルハーモニー交響楽団

2019年11月27日 水 栃木県 益子町 益子町立益子西小学校 公演演目：

2019年11月28日 木 山形県 南陽市 南陽市立赤湯中学校

2019年12月9日 月 埼玉県 春日部市 春日部市立武里西小学校

2019年12月10日 火 栃木県 佐野市 佐野市立常盤中学校

2019年12月17日 火 さいたま市 浦和区 さいたま市立北浦和小学校

2019年12月18日 水 埼玉県 本庄市 本庄市立共和小学校 ブロック： B

2019年12月19日 木 栃木県 那須塩原市 那須塩原市立厚崎中学校

音楽劇 2019年11月18日 月 さいたま市 岩槻区 さいたま市立川通小学校 制作団体： 公益財団法人日本オペラ振興会

13公演 2019年11月19日 火 埼玉県 幸手市 幸手市立幸手小学校 公演団体： 藤原歌劇団

2019年11月20日 水 埼玉県 加須市 加須市立北川辺西小学校 公演演目： オペラ「助けて、助けて 宇宙人がやってきた！」 全1幕 日本語上演

2019年11月21日 木 群馬県 太田市 太田市立宝泉小学校

2019年11月25日 月 福島県 古殿町 古殿町立古殿小学校 ブロック： B

2019年11月26日 火 福島県 須賀川市 須賀川市立長沼東小学校

2019年11月27日 水 福島県 鏡石町 鏡石町立第一小学校

2019年11月28日 木 福島県 福島市 福島市立蓬莱中学校

2019年11月29日 金 福島県 福島市 福島市立南向台小学校

2019年12月2日 月 埼玉県 桶川市 桶川市立朝日小学校

2019年12月3日 火 群馬県 前橋市 前橋市立総社小学校

2019年12月4日 水 群馬県 前橋市 前橋市立中川小学校

2019年12月5日 木 群馬県 前橋市 前橋市立山王小学校

児童劇 2019年10月15日 火 埼玉県 羽生市 羽生市立村君小学校 制作団体： 有限会社ひとみ座

18公演 2019年10月16日 水 埼玉県 白岡市 白岡市立大山小学校 公演団体： 人形劇団ひとみ座

2019年10月17日 木 埼玉県 春日部市 春日部市立備後小学校 公演演目：

2019年10月18日 金 さいたま市 中央区 さいたま市立与野南小学校

2019年10月21日 月 さいたま市 岩槻区 さいたま市立河合小学校 ブロック： B

2019年10月23日 水 栃木県 益子町 益子町立七井小学校

2019年10月24日 木 埼玉県 三芳町 三芳町立唐沢小学校

2019年10月25日 金 栃木県 足利市 栃木県立足利中央特別支援学校

2019年11月13日 水 栃木県 佐野市 佐野市立赤見小学校

2019年11月18日 月 福島県 相馬市 相馬市立八幡小学校

2019年11月19日 火 福島県 福島市 福島市立青木小学校

2019年11月20日 水 福島県 本宮市 本宮市立岩根小学校

2019年11月21日 木 福島県 二本松市 二本松市立新殿小学校

2019年11月22日 金 福島県 いわき市 いわき市立小名浜西小学校

2019年11月25日 月 福島県 郡山市 郡山市立高瀬小学校

2019年11月26日 火 群馬県 みどり市 みどり市立東中学校

2019年11月27日 水 群馬県 前橋市 前橋市立広瀬小学校

2019年11月28日 木 群馬県 甘楽町 甘楽町立福島小学校

児童劇 2019年10月29日 火 埼玉県 春日部市 春日部市立武里南小学校 制作団体： 有限会社劇団風の子北海道

12公演 2019年10月30日 水 埼玉県 春日部市 春日部市立武里小学校 公演団体： 有限会社劇団風の子北海道

2019年10月31日 木 埼玉県 幸手市 幸手市立さかえ小学校 公演演目：

2019年11月1日 金 埼玉県 深谷市 深谷市立岡部小学校

2019年11月5日 火 埼玉県 入間市 入間市立高倉小学校

2019年11月6日 水 埼玉県 加須市 加須市立種足小学校 ブロック： B

2019年11月7日 木 埼玉県 三郷市 三郷市立立花小学校

2019年11月8日 金 さいたま市 岩槻区 さいたま市立岩槻小学校

2019年11月11日 月 福島県 伊達市 伊達市立上保原小学校

2019年11月19日 火 群馬県 富岡市 富岡市立黒岩小学校

2019年11月20日 水 群馬県 甘楽町 甘楽町立小幡小学校

2019年11月21日 木 群馬県 前橋市 前橋市立滝窪小学校

【小学校】
「五つのこどものうた」「いつも何度でも」「バビロン」「流浪の民」「おお！スザンナ」
「フニクリ・フニクラ」オペラ『魔笛』ハイライト
【中学校】
「箱根八里」「待ちぼうけ」「夏の思い出」「花の街」「○と△の歌」「恋のかくれんぼ」
「花」「アリラン」「バビロン」「ブンガワン・ソロ」「最上川舟歌」「深い川」「ボルガの舟
唄」オペラ『カルメン』ハイライト

J.ウィリアムズ／ロサンゼルスオリンピックのためのファンファーレ より
アンダーソン／舞踏会の美女 他

【小学校の部】
♪ビゼー：オペラ「カルメン」より《闘牛士の行進》
♪チャイコフスキー：バレエ「くるみ割り人形」より《花のワルツ》 他

【中学校の部】
♪ベートーヴェン：交響曲第５番「運命」より《第１楽章》
♪チャイコフスキー：バレエ「くるみ割り人形」より《花のワルツ》 他

人形劇「ズッコケ時間漂流記」
原作／「ズッコケ時間漂流記」(作・那須正幹 絵・前川かずお)
脚本／岡本三郎・西上寛樹 演出／西上寛樹

「マーレンと雨姫」
原作 テオドール・シュトルム「たるの中から生まれた話」
脚色 多田徹、中島茜
演出 鳴海輝雅



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック
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公演数
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演劇 2019年6月18日 火 埼玉県 春日部市 春日部市立幸松小学校 制作団体： 一般財団法人日本京劇振興協会

15公演 2019年6月20日 木 栃木県 益子町 益子町立田野小学校 公演団体： 新潮劇院

2019年6月21日 金 埼玉県 ときがわ町 ときがわ町立都幾川中学校 公演演目：

2019年9月24日 火 福島県 北塩原村 北塩原村立裏磐梯小学校

2019年9月25日 水 福島県 郡山市 郡山市立宮城小学校 ブロック： B

2019年9月26日 木 福島県 福島市 福島市立瀬上小学校

2019年9月27日 金 山形県 東根市 東根市立大富中学校

2019年9月30日 月 埼玉県 越谷市 越谷市立蒲生小学校

2019年10月1日 火 栃木県 佐野市 佐野市立田沼小学校

2019年10月2日 水 埼玉県 加須市 加須市立大利根東小学校

2019年10月3日 木 群馬県 館林市 館林市立第一小学校

2019年10月4日 金 埼玉県 行田市 行田市立下忍小学校

2019年10月21日 月 栃木県 下野市 下野市立緑小学校

2019年10月23日 水 栃木県 壬生町 壬生町立稲葉小学校

2019年10月24日 木 栃木県 那珂川町 那珂川町立小川小学校

ミュージカル 2019年11月27日 水 福島県 福島市 福島市立立子山中学校 制作団体： 株式会社東京演劇集団風

18公演 2019年11月28日 木 福島県 喜多方市 喜多方市立熱塩小学校 公演団体： 東京演劇集団風

2019年11月29日 金 福島県 喜多方市 喜多方市立第一小学校 公演演目：

2019年12月2日 月 福島県 福島市 福島市立杉妻小学校

2019年12月3日 火 福島県 福島市 福島市立蓬莱東小学校 ブロック： B

2019年12月4日 水 福島県 郡山市 郡山市立行健第二小学校

2019年12月5日 木 埼玉県 久喜市 久喜市立鷲宮西中学校

2019年12月6日 金 埼玉県 越谷市 越谷市立東中学校

2019年12月9日 月 埼玉県 羽生市 羽生市立羽生北小学校

2019年12月10日 火 埼玉県 羽生市 羽生市立新郷第一小学校

2019年12月11日 水 埼玉県 行田市 行田市立南河原中学校

2019年12月12日 木 埼玉県 三芳町 三芳町立上富小学校

2019年12月13日 金 埼玉県 ときがわ町 ときがわ町立明覚小学校

2019年12月16日 月 埼玉県 羽生市 羽生市立手子林小学校

2019年12月17日 火 群馬県 館林市 館林市立第八小学校

2019年12月18日 水 群馬県 高崎市 高崎市立塚沢小学校

2019年12月19日 木 群馬県 みなかみ町 みなかみ町立桃野小学校

2019年12月20日 金 群馬県 富岡市 富岡市立額部小学校

歌舞伎・能楽 2019年9月17日 火 山形県 寒河江市 寒河江市立高松小学校 制作団体： 株式会社万作の会

12公演 2019年9月18日 水 山形県 中山町 中山町立中山中学校 公演団体： 万作の会

2019年9月19日 木 さいたま市 西区 さいたま市立植水中学校 公演演目：

2019年10月8日 火 埼玉県 日高市 日高市立高根中学校

2019年10月9日 水 さいたま市 南区 さいたま市立文蔵小学校 ブロック： B

2019年10月10日 木 埼玉県 深谷市 深谷市立大寄小学校

2019年11月5日 火 栃木県 佐野市 栃木県立佐野高等学校附属中学校

2019年11月6日 水 栃木県 宇都宮市 栃木県立盲学校

2019年11月7日 木 栃木県 那須塩原市 那須塩原市立黒磯北中学校

2019年12月16日 月 福島県 二本松市 二本松市立二本松第三中学校

2019年12月17日 火 福島県 須賀川市 須賀川市立仁井田中学校

2019年12月18日 水 福島県 白河市 白河市立白河南中学校

歌舞伎・能楽 2019年6月18日 火 群馬県 高崎市 高崎市立堤ヶ岡小学校 制作団体： 株式会社影向舎

19公演 2019年6月19日 水 群馬県 前橋市 前橋市立桂萱小学校 公演団体： 公益社団法人宝生会

2019年6月20日 木 群馬県 前橋市 前橋市立鎌倉中学校 公演演目：

2019年7月8日 月 福島県 二本松市 二本松市立小浜小学校

2019年7月9日 火 福島県 いわき市 いわき市立植田中学校 ブロック： B

2019年7月10日 水 福島県 南相馬市 南相馬市立高平小学校

2019年7月11日 木 福島県 南相馬市 南相馬市立原町第三中学校

2019年7月12日 金 山形県 遊佐町 遊佐町立吹浦小学校

2019年9月17日 火 福島県 須賀川市 須賀川市立長沼小学校

2019年9月18日 水 群馬県 館林市 館林市立第四小学校

2019年9月19日 木 群馬県 明和町 明和町立明和東小学校

2019年9月25日 水 埼玉県 深谷市 深谷市立本郷小学校

2019年9月26日 木 埼玉県 久喜市 久喜市立栗橋小学校

2019年9月27日 金 埼玉県 春日部市 春日部市立中野小学校

2019年9月30日 月 さいたま市 岩槻区 さいたま市立城北小学校

2019年10月1日 火 埼玉県 三芳町 三芳町立三芳小学校

2019年10月2日 水 埼玉県 本庄市 本庄市立金屋小学校

2019年10月3日 木 埼玉県 神川町 神川町立丹荘小学校

2019年10月4日 金 埼玉県 本庄市 本庄市立旭小学校

【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

狂言『柿山伏』
能『黒塚』

孫悟空 天界で大暴れ ～西遊記より～
（古典演目／演出 張春祥）

星の王子さま
原作：サン＝テグジュペリ 翻訳：内藤濯
構成・演出：浅野佳成／作曲：八幡茂



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック
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公演数
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邦楽 2019年10月29日 火 埼玉県 新座市 新座市立栗原小学校 制作団体： 特定非営利活動法人日本音楽集団

13公演 2019年10月30日 水 埼玉県 毛呂山町 毛呂山町立川角小学校 公演団体： 特定非営利活動法人日本音楽集団

2019年10月31日 木 埼玉県 秩父市 秩父市立影森小学校 公演演目：

2019年11月1日 金 埼玉県 秩父市 秩父市立西小学校

2019年11月6日 水 埼玉県 行田市 行田市立須加小学校

2019年11月11日 月 福島県 伊達市 伊達市立石田小学校 ブロック： B

2019年11月12日 火 福島県 小野町 小野町立夏井第一小学校

2019年11月13日 水 福島県 三春町 三春町立沢石小学校

2019年11月15日 金 福島県 小野町 小野町立小野新町小学校

2019年11月18日 月 栃木県 佐野市 佐野市立飛駒小学校

2019年11月19日 火 群馬県 邑楽町 邑楽町立中野小学校

2019年11月20日 水 埼玉県 宮代町 宮代町立須賀小学校

2019年11月21日 木 埼玉県 加須市 加須市立大越小学校

邦舞 2019年10月29日 火 福島県 会津美里町 会津美里町立宮川小学校 制作団体： 公益社団法人日本舞踊協会

9公演 2019年10月30日 水 福島県 郡山市 郡山市立橘小学校 公演団体： 公益社団法人日本舞踊協会

2019年10月31日 木 福島県 郡山市 郡山市立高瀬中学校 公演演目：

2019年11月5日 火 群馬県 高崎市 高崎市立中央小学校

2019年11月6日 水 群馬県 高崎市 高崎市立東小学校 ブロック： B

2019年11月7日 木 群馬県 高崎市 高崎市立入野小学校

2019年11月8日 金 埼玉県 上尾市 上尾市立太平中学校

2019年11月12日 火 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立みどりが丘小学校

2019年11月13日 水 埼玉県 行田市 行田市立東小学校

演芸 2019年9月9日 月 山形県 新庄市 新庄市立北辰小学校 制作団体： わんぱく企画有限会社

16公演 2019年9月10日 火 福島県 川俣町 川俣町立川俣南小学校 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）

2019年9月11日 水 福島県 二本松市 二本松市立岳下小学校 公演演目： 一番太鼓、上方落語、落語他

2019年9月12日 木 福島県 会津若松市 会津若松市立一箕小学校

2019年9月13日 金 福島県 福島市 福島市立清明小学校 ブロック： B

2019年9月24日 火 栃木県 矢板市 矢板市立泉小学校

2019年9月25日 水 栃木県 那珂川町 那珂川町立小川中学校

2019年9月26日 木 栃木県 那須烏山市 那須烏山市立烏山中学校

2019年9月27日 金 栃木県 益子町 益子町立益子小学校

2019年12月2日 月 福島県 郡山市 郡山市立安積第二小学校

2019年12月3日 火 栃木県 日光市 日光市立今市第二小学校

2019年12月4日 水 栃木県 佐野市 佐野市立田沼東中学校

2019年12月5日 木 群馬県 藤岡市 藤岡市立鬼石北小学校

2019年12月6日 金 埼玉県 秩父市 秩父市立南小学校

2019年12月9日 月 栃木県 鹿沼市 鹿沼市立北犬飼中学校

2019年12月10日 火 栃木県 益子町 益子町立田野中学校

メディアアート等 2019年10月11日 金 埼玉県 埼玉県81
行田市立荒木小学校 制作団体： ワウ株式会社

3公演 2019年10月15日 火 福島県 福島県31
須賀川市立長沼中学校 公演団体： WOW

2019年10月18日 金 山形県 山形県※
酒田市立琢成小学校 公演演目： BAKERU  ー デジタルアートで「 体感」する郷土芸能の世界 ー

メインプログラム→ワークショップ1回

ブロック： B

児童劇 2019年7月4日 木 群馬県 富岡市 富岡市立妙義小学校 制作団体： [Ｃ区分]有限会社劇団風の子

22公演 2019年7月5日 金 栃木県 塩谷町 塩谷町立大宮小学校 公演団体： [Ｃ区分]劇団風の子

2019年7月8日 月 栃木県 那須塩原市 那須塩原市立東小学校 公演演目：

うちBブロック 2019年7月9日 火 栃木県 那須町 那須町立学びの森小学校

9公演 2019年7月10日 水 福島県 石川町 石川町立沢田小学校 ブロック： B

2019年7月11日 木 福島県 西郷村 西郷村立羽太小学校

2019年7月12日 金 福島県 いわき市 いわき市立入遠野小学校

2019年7月18日 木 福島県 田村市 田村市立都路小学校

2019年9月19日 木 山形県 東根市 東根市立長瀞小学校

メディアアート等
制作団体： [Ｃ区分]公立大学法人金沢美術工芸大学

公演団体： [Ｃ区分]「だいちの星座」プロジェクト

公演演目：

ブロック： B

（１）『宮崎駿アニメ・メドレー』（秋岸寛久編曲）
（２）～（６）『日本の楽器たち』（古典作品）他

長唄(ながうた)「操(あやつ)り三番叟(さんばそう)」
長唄(ながうた)「鷺娘(さぎむすめ)」

「風の子バザール」
構成演出：藤井郁夫

追加公演での実施を予定

だいちの星座 －人工衛星と手作りの電波反射器を利用した地上絵の制作
ワークショップ1回→メインプログラム
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オーケストラ等 2019年9月25日 水 千葉県 南房総市 南房総市立富山小学校 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

15公演 2019年9月26日 木 千葉県 南房総市 南房総市立三芳小学校 公演団体： シエナ・ウインド・オーケストラ

2019年9月27日 金 千葉県 鴨川市 鴨川市立東条小学校 公演演目：

2019年10月1日 火 千葉市 千葉市 千葉市立上の台小学校

2019年10月2日 水 千葉市 千葉市 千葉市立磯辺第三小学校 ブロック： C

2019年10月3日 木 東京都 足立区 東京都立南花畑特別支援学校

2019年10月9日 水 東京都 羽村市 東京都立羽村特別支援学校

2019年10月10日 木 東京都 立川市 立川市立上砂川小学校

2019年10月11日 金 東京都 青梅市 青梅市立若草小学校

2019年10月15日 火 東京都 品川区 品川区立第一日野小学校

2019年11月7日 木 茨城県 桜川市 桜川市立坂戸小学校

2019年11月11日 月 茨城県 神栖市 神栖市立波崎西小学校

2019年11月12日 火 茨城県 行方市 行方市立北浦中学校

2019年11月14日 木 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市立鹿島中学校

2019年11月15日 金 茨城県 阿見町 阿見町立舟島小学校

オーケストラ等 2019年6月24日 月 山梨県 富士吉田市 富士吉田市立吉田中学校 制作団体： 公益財団法人東京交響楽団

8公演 2019年6月25日 火 山梨県 上野原市 上野原市立上野原中学校 公演団体： 東京交響楽団

2019年6月26日 水 山梨県 都留市 都留市立禾生第一小学校 公演演目：

2019年11月25日 月 茨城県 茨城町 茨城町立青葉小学校

2019年11月26日 火 茨城県 北茨城市 北茨城市立精華小学校 ブロック： C

2019年11月27日 水 茨城県 筑西市 筑西市立小栗小学校

2019年11月28日 木 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校

2019年11月29日 金 茨城県 阿見町 阿見町立あさひ小学校

オーケストラ等 2019年10月16日 水 東京都 八王子市 八王子市立船田小学校 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

7公演 2019年10月17日 木 東京都 国立市 国立市立国立第七小学校 公演団体： 新日本フィルハーモニー交響楽団

2019年10月18日 金 東京都 青梅市 青梅市立今井小学校 公演演目：

2019年10月29日 火 千葉市 千葉市 千葉市立柏井小学校

2019年10月30日 水 千葉県 山武市 山武市立南郷小学校 ブロック： C

2019年10月31日 木 千葉市 千葉市 千葉市立花見川中学校

2019年11月1日 金 千葉県 市原市 市原市立有秋東小学校

児童劇 2019年11月11日 月 山梨県 笛吹市 笛吹市立一宮西小学校 制作団体： 株式会社人形劇団むすび座

20公演 2019年11月12日 火 山梨県 笛吹市 笛吹市立石和西小学校 公演団体： 人形劇団むすび座

2019年11月13日 水 山梨県 韮崎市 山梨県立あけぼの支援学校 公演演目：

2019年11月14日 木 東京都 多摩市 多摩市立連光寺小学校

2019年11月15日 金 千葉県 白井市 白井市立桜台小学校 ブロック： C

2019年11月18日 月 茨城県 北茨城市 北茨城市立大津小学校

2019年11月19日 火 茨城県 取手市 取手市立寺原小学校

2019年11月20日 水 茨城県 石岡市 石岡市立三村小学校

2019年11月21日 木 茨城県 取手市 取手市立取手西小学校

2019年11月22日 金 東京都 清瀬市 清瀬市立芝山小学校

2019年11月25日 月 千葉県 九十九里町 九十九里町立豊海小学校

2019年11月26日 火 千葉県 八街市 八街市立川上小学校

2019年11月27日 水 千葉県 神崎町 神崎町立神崎小学校

2019年11月28日 木 茨城県 神栖市 神栖市立須田小学校

2019年11月29日 金 千葉県 銚子市 銚子市立飯沼小学校

2019年12月2日 月 千葉市 千葉市 千葉市立真砂第五小学校

2019年12月3日 火 千葉市 千葉市 千葉市立稲浜小学校

2019年12月4日 水 千葉市 千葉市 千葉市立花見川第三小学校

2019年12月5日 木 東京都 葛飾区 葛飾区立青戸小学校

2019年12月6日 金 東京都 立川市 立川市立南砂小学校

児童劇 2019年11月18日 月 千葉県 勝浦市 勝浦市立上野小学校 制作団体： 一般社団法人劇団野ばら

16公演 2019年11月19日 火 千葉県 鴨川市 鴨川市立天津小学校 公演団体： 一般社団法人劇団野ばら

2019年11月20日 水 千葉県 富津市 富津市立飯野小学校 公演演目：

2019年11月21日 木 千葉市 千葉市 千葉市立越智小学校

2019年11月22日 金 千葉県 市原市 市原市立牛久小学校

2019年11月25日 月 茨城県 行方市 行方市立麻生東小学校 ブロック： C

2019年11月26日 火 茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市立那珂湊第二小学校

2019年11月27日 水 茨城県 桜川市 桜川市立南飯田小学校

2019年11月28日 木 茨城県 八千代町 八千代町立下結城小学校

2019年11月29日 金 茨城県 守谷市 つくば国際大学東風小学校

2019年12月2日 月 山梨県 甲州市 甲州市立井尻小学校

2019年12月3日 火 山梨県 笛吹市 笛吹市立石和東小学校

2019年12月5日 木 東京都 立川市 立川市立第九小学校

2019年12月6日 金 東京都 西東京市 西東京市立住吉小学校

2019年12月9日 月 東京都 板橋区 板橋区立志村小学校

2019年12月10日 火 東京都 立川市 立川市立幸小学校

リード：ギャロップ スーザ：ワシントン･ポスト
ハチャトゥリアン：バレエ音楽「仮面舞踏会」より“ワルツ”他

スメタナ：歌劇『売られた花嫁』序曲
小室昌広：「ディズニーのメロディによる管弦楽入門」 他

ロッシーニ／『ウィリアム･テル』序曲より「スイス軍隊の行進」
グリーグ／ペール・ギュントより「山の魔王の宮殿にて」 他

「アラビアンナイト～魔法のランプと明日のヒカリ～」
脚本／吉田篤司  演出／大野正雄

創作劇「あした あさって しあさって」
脚本 森 治美/かめおか ゆみこ
演出 香川 良成
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演劇 2019年9月30日 月 千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦市立蔵波小学校 制作団体： 一般社団法人演劇集団ワンダーランド

18公演 2019年10月1日 火 千葉県 市原市 市原市立三和中学校 公演団体： 一般社団法人演劇集団ワンダーランド

2019年10月2日 水 千葉市 千葉市 千葉市立院内小学校 公演演目：

2019年10月3日 木 千葉県 船橋市 船橋市立薬円台小学校

2019年10月4日 金 千葉県 柏市 柏市立土南部小学校 ブロック： C

2019年10月7日 月 千葉県 野田市 野田市立二川小学校

2019年10月8日 火 茨城県 結城市 結城市立城西小学校

2019年10月9日 水 茨城県 古河市 古河市立仁連小学校

2019年10月10日 木 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市立中野東小学校

2019年10月11日 金 茨城県 稲敷市 稲敷市立浮島小学校

2019年10月15日 火 山梨県 北杜市 北杜市立高根中学校

2019年10月16日 水 山梨県 北杜市 北杜市立高根東小学校

2019年10月17日 木 山梨県 北杜市 北杜市立甲陵中学校

2019年10月18日 金 山梨県 笛吹市 笛吹市立御坂西小学校

2019年10月23日 水 東京都 杉並区 杉並区立泉南中学校

2019年10月24日 木 東京都 小金井市 小金井市立東中学校

2019年10月25日 金 東京都 立川市 立川市立第八小学校

2019年10月28日 月 東京都 江東区 江東区立亀戸中学校

演劇 2019年6月5日 水 東京都 江戸川区 江戸川区立第二松江小学校 制作団体： トム・プロジェクト株式会社

15公演 2019年6月7日 金 千葉県 旭市 旭市立古城小学校 公演団体： トム・プロジェクト

2019年6月10日 月 茨城県 常陸太田市 常陸太田市立佐竹小学校 公演演目：

2019年6月11日 火 茨城県 桜川市 桜川市立岩瀬西中学校

2019年6月13日 木 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市立上佐谷小学校 ブロック： C

2019年6月14日 金 茨城県 阿見町 阿見町立阿見第二小学校

2019年6月17日 月 山梨県 北杜市 北杜市立須玉中学校

2019年6月18日 火 山梨県 大月市 大月市立猿橋中学校

2019年6月19日 水 山梨県 富士吉田市 富士吉田市立富士見台中学校

2019年6月21日 金 東京都 立川市 立川市立第七小学校

2019年6月24日 月 千葉県 柏市 柏市立花野井小学校

2019年6月25日 火 千葉県 流山市 流山市立西深井小学校

2019年6月27日 木 千葉県 成田市 成田市立津富浦小学校

2019年6月28日 金 千葉県 匝瑳市 匝瑳市立栄小学校

2019年7月1日 月 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立第四小学校

バレエ 2019年10月10日 木 千葉市 千葉市 千葉市立星久喜小学校 制作団体： 公益財団法人スタ-ダンサ-ズ・バレエ団

9公演 2019年10月11日 金 千葉県 富里市 富里市立日吉台小学校 公演団体： スタ-ダンサ-ズ・バレエ団

2019年10月15日 火 茨城県 桜川市 桜川市立大国小学校 公演演目：

2019年10月17日 木 山梨県 甲斐市 甲斐市立敷島北小学校

2019年10月18日 金 山梨県 甲府市 甲府市立北新小学校

2019年10月24日 木 茨城県 稲敷市 稲敷市立あずま西小学校

2019年10月25日 金 茨城県 土浦市 土浦市立土浦第二小学校 ブロック： C

2019年10月28日 月 千葉県 船橋市 船橋市立豊富小学校

2019年11月12日 火 千葉県 船橋市 船橋市立三咲小学校

歌舞伎・能楽 2019年6月27日 木 千葉市 千葉市 千葉市立千草台小学校 制作団体： 株式会社萬狂言

24公演 2019年6月28日 金 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市立三笠小学校 公演団体： 萬狂言

2019年7月2日 火 山梨県 甲斐市 甲斐市立竜王北小学校 公演演目：

2019年7月3日 水 山梨県 南アルプス市 学校法人きのくに子どもの村学園 南アルプス子どもの村小学校

2019年7月4日 木 山梨県 甲州市 甲州市立塩山北中学校

2019年7月8日 月 千葉市 千葉市 千葉市立弥生小学校

2019年7月9日 火 千葉市 千葉市 千葉市立小中台南小学校

2019年7月10日 水 茨城県 取手市 取手市立藤代南中学校 ブロック： C

2019年7月11日 木 千葉県 大網白里市 大網白里市立季美の森小学校

2019年7月12日 金 千葉県 白井市 白井市立七次台小学校

2019年9月5日 木 千葉県 山武市 山武市立成東小学校

2019年9月6日 金 千葉県 山武市 山武市立大平小学校

2019年9月10日 火 茨城県 筑西市 筑西市立五所小学校

2019年9月11日 水 茨城県 つくば市 つくば市立春日学園義務教育学校

2019年9月12日 木 茨城県 古河市 古河市立古河第四小学校

2019年11月6日 水 千葉県 匝瑳市 匝瑳市立須賀小学校

2019年11月7日 木 千葉県 睦沢町 睦沢町立睦沢小学校

2019年11月8日 金 千葉県 野田市 野田市立南部小学校

2019年11月13日 水 東京都 東村山市 東村山市立回田小学校

2019年11月14日 木 東京都 町田市 町田市立南成瀬中学校

2019年11月25日 月 東京都 足立区 足立区立足立入谷小学校

2019年11月26日 火 東京都 利島村 利島村立利島小中学校

2019年11月28日 木 東京都 日野市 日野市立南平小学校

2019年11月29日 金 東京都 調布市 調布市立第二小学校

歌舞伎・能楽 2019年10月15日 火 千葉県 柏市 柏市立柏第八小学校 制作団体： 公益財団法人大槻能楽堂

7公演 2019年10月16日 水 千葉市 千葉市 千葉市立椎名小学校 公演団体： 公益財団法人大槻能楽堂

2019年10月17日 木 東京都 小平市 小平市立小平第七小学校 公演演目：

2019年11月25日 月 東京都 江戸川区 江戸川区立清新第一中学校

2019年11月26日 火 千葉県 栄町 栄町立布鎌小学校 ブロック： C

2019年11月27日 水 千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦市立長浦小学校

2019年11月28日 木 千葉県 富津市 富津市立吉野小学校

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―
脚本・演出/竹内一郎

「だいだいの空」
作・演出：橋本二郎

第1部 「バレエって何だろう」
           構成・演出 小山久美
第2部 「舞台をみてみよう」 『シンデレラ』
           原作： シャルル・ペロー 作曲： セルゲイ・プロコフィエフ
           演出・振付： 鈴木稔

【小学校・中学校 共通】
狂言「柿山伏」
狂言「附子」

【中学校のみ】
語「奈須与市語」

1 部 ◆はじめての能楽
2 部 ◆能楽鑑賞「舎利（しゃり）」 等
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邦楽 2019年7月1日 月 茨城県 牛久市 牛久市立牛久第一中学校 制作団体： 有限会社アートウィル

17公演 2019年7月2日 火 茨城県 つくば市 つくば市立谷田部東中学校 公演団体： 東京打撃団（和太鼓）

2019年7月3日 水 茨城県 つくば市 つくば市立東小学校 公演演目：

2019年7月4日 木 茨城県 坂東市 坂東市立逆井山小学校

2019年7月5日 金 東京都 台東区 台東区立大正小学校 ブロック： C

2019年7月8日 月 東京都 葛飾区 葛飾区立柴原小学校

2019年7月9日 火 東京都 八王子市 八王子市立陵南中学校

2019年7月10日 水 千葉県 流山市 流山市立向小金小学校

2019年9月30日 月 東京都 立川市 立川市立立川第四中学校

2019年10月1日 火 茨城県 龍ヶ崎市 龍ヶ崎市立八原小学校

2019年10月2日 水 東京都 練馬区 練馬区立豊湲小学校

2019年10月7日 月 千葉市 千葉市 千葉市立稲毛小学校

2019年10月8日 火 山梨県 富士河口湖町 富士河口湖町立河口小学校

2019年10月9日 水 山梨県 甲府市 山梨学院小学校

2019年10月10日 木 千葉市 千葉市 千葉市立稲毛第二小学校

2019年12月9日 月 千葉県 野田市 野田市立山崎小学校

2019年12月10日 火 千葉県 浦安市 浦安市立見明川小学校

邦舞 2019年6月18日 火 東京都 新宿区 新宿区立西新宿小学校 制作団体： 株式会社舞踊集団菊の会

13公演 2019年6月19日 水 茨城県 行方市 行方市立麻生小学校 公演団体： 舞踊集団菊の会

2019年6月20日 木 茨城県 神栖市 神栖市立深芝小学校 公演演目：

2019年6月21日 金 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市立高松小学校

2019年6月24日 月 東京都 練馬区 練馬区立向山小学校 ブロック： C

2019年6月25日 火 東京都 杉並区 杉並区立高井戸東小学校

2019年6月26日 水 千葉県 流山市 流山市立鰭ヶ崎小学校

2019年6月27日 木 千葉市 千葉市 千葉市立磯辺小学校

2019年6月28日 金 東京都 葛飾区 葛飾区立渋江小学校

2019年7月2日 火 千葉市 千葉市 千葉市立稲丘小学校

2019年12月2日 月 千葉県 佐倉市 佐倉市立佐倉東小学校

2019年12月3日 火 東京都 日野市 日野市立日野第三小学校

2019年12月4日 水 千葉県 松戸市 松戸市立新松戸西小学校

オーケストラ等 2019年7月16日 火 東京都 立川市 立川市立立川第六中学校 制作団体： [Ｃ区分]公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

25公演 2019年7月17日 水 千葉県 鴨川市 鴨川市立田原小学校 公演団体： [Ｃ区分]公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

2019年7月18日 木 千葉県 東金市 千葉県立東金特別支援学校 公演演目：

うちCブロック 2019年9月18日 水 茨城県 筑西市 筑西市立新治小学校

10公演 2019年9月19日 木 茨城県 下妻市 下妻市立総上小学校 ブロック： C

2019年9月20日 金 茨城県 結城市 茨城県立結城特別支援学校

2019年11月5日 火 千葉県 松戸市 松戸市立六実第二小学校

2019年11月7日 木 山梨県 甲州市 甲州市立神金小学校

2019年11月8日 金 山梨県 小菅村 小菅村立小菅中学校

2019年11月15日 金 千葉県 匝瑳市 匝瑳市立共興小学校

1）萬来〔富田和明／作曲〕 2)焔迅〔横山亮介／作曲〕 
3) 輪〔露木一博／作曲〕他

①さなぶり荒馬（青森県） ②鹿躍（岩手県）他

アンダーソン：舞踏会の美女
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番 他
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オーケストラ等 2019年10月1日 火 愛知県 田原市 田原市立六連小学校 制作団体： 公益財団法人群馬交響楽団

8公演 2019年10月2日 水 愛知県 田原市 田原市立赤羽根小学校 公演団体： 群馬交響楽団

2019年10月3日 木 愛知県 豊田市 豊田市立浄水北小学校 公演演目：

2019年10月4日 金 愛知県 津島市 津島市立西小学校

2019年11月11日 月 横浜市 横浜市旭区 横浜市立南本宿小学校 ブロック： D

2019年11月12日 火 神奈川県 中井町 中井町立中井中学校

2019年11月13日 水 神奈川県 伊勢原市 伊勢原市立大田小学校

2019年11月14日 木 静岡県 駿東郡清水町 清水町立南中学校

オーケストラ等 2019年9月17日 火 川崎市 川崎市 川崎市立さくら小学校 制作団体： 一般財団法人東京シティ・フィル財団

11公演 2019年9月18日 水 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立緑が浜小学校 公演団体： 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

2019年9月19日 木 岐阜県 郡上市 郡上市立大和西小学校 公演演目：

2019年9月20日 金 岐阜県 関市 関市立板取川中学校

2019年11月12日 火 静岡県 富士宮市 富士宮市立大富士中学校

2019年11月13日 水 静岡県 袋井市 袋井市立袋井東小学校

2019年11月14日 木 静岡県 富士宮市 富士宮市立芝川中学校 ブロック： D

2019年11月18日 月 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立小出小学校

2019年11月19日 火 岐阜県 岐阜市 岐阜市立加納中学校

2019年11月20日 水 岐阜県 関市 関市立武芸小学校

2019年11月21日 木 名古屋市 名古屋市南区 名古屋市立白水小学校

児童劇 2019年6月13日 木 川崎市 川崎市 川崎市立東小田小学校 制作団体： 企業組合劇団仲間

15公演 2019年6月14日 金 神奈川県 横須賀市 横須賀市立北下浦小学校 公演団体： 劇団仲間

2019年6月17日 月 愛知県 豊明市 豊明市立沓掛小学校 公演演目：

2019年6月18日 火 浜松市 浜松市 浜松市立与進北小学校

2019年6月19日 水 愛知県 東栄町 東栄町立東栄小学校 ブロック： D

2019年6月20日 木 愛知県 新城市 新城市立東陽小学校

2019年6月24日 月 岐阜県 飛騨市 飛騨市立古川小学校

2019年6月25日 火 岐阜県 高山市 高山市立国府中学校

2019年6月26日 水 岐阜県 郡上市 郡上市立八幡小学校

2019年6月27日 木 岐阜県 郡上市 郡上市立明宝小学校

2019年6月28日 金 岐阜県 郡上市 郡上市立大中小学校

2019年7月1日 月 横浜市 横浜市港北区 横浜市立北山田小学校

2019年7月2日 火 横浜市 横浜市緑区 横浜市立竹山小学校

2019年7月3日 水 横浜市 横浜市旭区 横浜市立中尾小学校

2019年7月4日 木 静岡県 御殿場市 御殿場市立原里小学校

児童劇 2019年6月18日 火 横浜市 横浜市南区 横浜市立南太田小学校 制作団体： 株式会社ともしび

14公演 2019年6月19日 水 神奈川県 大和市 大和市立下福田中学校 公演団体： オペレッタ劇団ともしび

2019年6月20日 木 川崎市 川崎市 川崎市立南河原小学校 公演演目：

2019年6月21日 金 相模原市 相模原市 相模原市立千木良小学校

2019年8月27日 火 長野県 飯田市 飯田市立和田小学校

2019年8月29日 木 岐阜県 郡上市 郡上市立和良小学校

2019年8月30日 金 岐阜県 郡上市 郡上市立白鳥小学校 ブロック： D

2019年9月2日 月 岐阜県 飛騨市 飛騨市立山之村小中学校

2019年9月4日 水 愛知県 知多市 知多市立岡田小学校

2019年10月28日 月 神奈川県 小田原市 小田原市立報徳小学校

2019年10月29日 火 静岡県 富士宮市 富士宮市立北山小学校

2019年10月30日 水 静岡県 賀茂郡河津町 河津町立南小学校

2019年10月31日 木 静岡市 静岡市 静岡市立新通小学校

2019年11月1日 金 愛知県 新城市 新城市立東郷東小学校

演劇 2019年9月17日 火 愛知県 犬山市 犬山市立今井小学校 制作団体： 株式会社劇団影法師

12公演 2019年9月18日 水 愛知県 岡崎市 岡崎市立常磐小学校 公演団体： 株式会社劇団影法師

2019年9月19日 木 岐阜県 羽島市 羽島市立福寿小学校 公演演目：

2019年9月20日 金 長野県 長野市 長野市立芹田小学校

2019年9月26日 木 神奈川県 横須賀市 横須賀市立逸見小学校 ブロック： D

2019年10月1日 火 横浜市 横浜市栄区 横浜市立小山台小学校

2019年10月2日 水 横浜市 横浜市保土ケ谷区 横浜市立峯小学校

2019年10月4日 金 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市立西鎌倉小学校

2019年10月16日 水 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市立植木小学校

2019年11月6日 水 岐阜県 岐阜市 岐阜市立藍川小学校

2019年11月7日 木 岐阜県 大垣市 大垣市立北小学校

2019年11月8日 金 長野県 飯田市 飯田市立川路小学校

演劇 2019年9月5日 木 相模原市 相模原市 相模原市立鳥屋中学校 制作団体： 公益財団法人江戸糸あやつり人形結城座

8公演 2019年9月6日 金 神奈川県 逗子市 逗子市立逗子小学校 公演団体： 公益財団法人江戸糸あやつり人形結城座

2019年9月9日 月 神奈川県 小田原市 小田原市立富士見小学校 公演演目：

2019年9月11日 水 愛知県 安城市 安城市立梨の里小学校

2019年9月13日 金 岐阜県 揖斐川町 揖斐川町立大和小学校 ブロック： D

2019年9月18日 水 愛知県 瀬戸市 瀬戸市立萩山小学校

2019年9月20日 金 岐阜県 郡上市 郡上市立那留小学校

2019年9月25日 水 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市立富士塚小学校

「西遊記―三打白骨精の巻―」
原作：呉承恩／脚色：馬鉄漢・関澄一輝／演出：柴廣義

「宮沢賢治の写し絵劇場～注文の多い料理店～」
原作 宮沢賢治 演出 加藤直

ロッシーニ／歌劇《ウィリアム・テル》序曲から「スイス軍の行進」
シュトラウスⅡ世／ワルツ《春の声》作品410 他

【小学校プログラム】
◆ビゼー／歌劇「カルメン」より前奏曲
◆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
【中学校プログラム】
◆ロッシーニ／歌劇「ウィリアム・テル」より“スイス軍の行進”
◆モーツァルト／アイネ・クライネ・ナハトムジーク 他

「小さい“つ”が消えた日」
原作： ステファノ・フォン・ロー
脚本／演出 鈴木雄太

オペレッタ「トラの恩がえし」
原作 韓国・朝鮮民話
脚本：中西明＋韓国・朝鮮と日本チーム
演出：大野幸則＋韓国・朝鮮と日本チーム
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実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数
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ミュージカル 2019年9月27日 金 相模原市 相模原市 相模原市立谷口台小学校
制作団体： 有限会社オペラシアターこんにゃく座

11公演 2019年9月30日 月 岐阜県 養老町 養老町立上多度小学校
公演団体： オペラシアターこんにゃく座

2019年10月1日 火 岐阜県 養老町 養老町立日吉小学校
公演演目： オペラ『ロはロボットのロ』

2019年10月2日 水 岐阜県 神戸町 神戸町立南平野小学校

2019年10月3日 木 岐阜県 瑞穂市 瑞穂市立本田小学校
ブロック： D

2019年10月4日 金 岐阜県 関市 関市立安桜小学校

2019年10月7日 月 愛知県 岡崎市 岡崎市立美合小学校

2019年10月8日 火 愛知県 田原市 田原市立田原南部小学校

2019年10月9日 水 愛知県 設楽町 設楽町立名倉小学校

2019年10月15日 火 神奈川県 伊勢原市 伊勢原市立高部屋小学校

2019年10月16日 水 神奈川県 横須賀市 横須賀市立荻野小学校

現代舞踊 2019年11月29日 金 相模原市 相模原市 相模原市立相原小学校
制作団体： 株式会社ナチュラルダンステアトル

9公演 2019年12月3日 火 愛知県 田原市 田原市立清田小学校
公演団体： ナチュラルダンステアトル

2019年12月4日 水 愛知県 豊川市 豊川市立千両小学校
公演演目：    『さーかす』  構成・演出・振付 ： 中村しんじ  振付 : 川野眞子

2019年12月5日 木 愛知県 豊橋市 豊橋市立豊小学校

2019年12月6日 金 愛知県 安城市 安城市立明和小学校
ブロック： D

2019年12月9日 月 岐阜県 神戸町 神戸町立神戸小学校

2019年12月10日 火 岐阜県 山県市 山県市立富岡小学校

2019年12月11日 水 岐阜県 中津川市 中津川市立山口小学校

2019年12月12日 木 名古屋市 名古屋市北区 名古屋市立若葉中学校

歌舞伎・能楽 2019年7月1日 月 岐阜県 関市 関市立洞戸小学校
制作団体： 公益財団法人鎌倉能舞台

19公演 2019年7月2日 火 岐阜県 白川町 白川町立蘇原小学校
公演団体： 公益財団法人鎌倉能舞台

2019年7月3日 水 岐阜県 白川町 白川町立佐見小学校
公演演目：

2019年7月4日 木 岐阜県 白川町 白川町立黒川中学校

2019年7月5日 金 岐阜県 郡上市 郡上市立大和南小学校

2019年9月17日 火 神奈川県 三浦市 三浦市立上宮田小学校

2019年9月18日 水 横浜市 横浜市神奈川区 横浜市立子安小学校

2019年9月19日 木 横浜市 横浜市栄区 横浜市立笠間小学校
ブロック： D

2019年11月19日 火 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立梅田中学校

2019年11月25日 月 長野県 岡谷市 岡谷市立長地小学校

2019年11月26日 火 長野県 長野市 長野市立信州新町中学校

2019年11月27日 水 長野県 上田市 上田市立川西小学校

2019年11月28日 木 長野県 佐久市 佐久市立望月小学校

2019年12月2日 月 川崎市 川崎市 川崎市立下平間小学校

2019年12月3日 火 川崎市 川崎市 川崎市立中野島小学校

2019年12月5日 木 神奈川県 海老名市 海老名市立中新田小学校

2019年12月9日 月 神奈川県 厚木市 厚木市立依知中学校

2019年12月10日 火 川崎市 川崎市 川崎市立東菅小学校

2019年12月11日 水 神奈川県 厚木市 厚木市立北小学校

演芸 2019年6月11日 火 岐阜県 岐阜市 岐阜市立華陽小学校 制作団体： カンジヤマ・マイム

20公演 2019年6月12日 水 岐阜県 郡上市 郡上市立大和中学校 公演団体： カンジヤマ・マイム

2019年6月13日 木 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立山之上小学校 公演演目： 演目 「おしゃべりなパントマイム」

2019年6月26日 水 愛知県 東浦町 東浦町立石浜西小学校

2019年6月27日 木 浜松市 浜松市 浜松市立八幡中学校 ブロック： D

2019年6月28日 金 浜松市 浜松市 浜松市立曳馬小学校

2019年7月1日 月 愛知県 新城市 新城市立八名小学校

2019年7月2日 火 愛知県 西尾市 西尾市立寺津中学校

2019年7月3日 水 愛知県 半田市 半田市立乙川東小学校

2019年7月4日 木 愛知県 豊明市 豊明市立唐竹小学校

2019年7月5日 金 愛知県 豊明市 豊明市立舘小学校

2019年7月9日 火 静岡県 焼津市 焼津市立豊田小学校

2019年7月10日 水 静岡県 御殿場市 御殿場市立原里中学校

2019年7月12日 金 神奈川県 三浦市 三浦市立岬陽小学校

2019年9月12日 木 神奈川県 川崎市 神奈川県立麻生養護学校

2019年9月13日 金 神奈川県 平塚市 平塚市立太洋中学校

2019年9月24日 火 神奈川県 大磯町 大磯町立国府小学校

2019年9月25日 水 神奈川県 横須賀市 横須賀市立鴨居小学校

2019年9月26日 木 神奈川県 逗子市 逗子市立沼間中学校

2019年9月27日 金 神奈川県 小田原市 小田原市立前羽小学校

〈第一部〉
始まりの御挨拶
「柿山伏（かきやまぶし）」
〈第二部〉
「能 小鍛冶（こかじ）」
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オーケストラ等 2019年8月27日 火 長野県 飯田市 飯田市立龍江小学校 制作団体： [Ｃ区分]公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

25公演 2019年8月28日 水 岐阜県 中津川市 中津川市立神坂小学校 公演団体： [Ｃ区分]公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

2019年8月29日 木 岐阜県 恵那市 恵那市立飯地小学校 公演演目：

うちDブロック 2019年8月30日 金 静岡県 下田市 下田市立白浜小学校

15公演 2019年10月7日 月 神奈川県 平塚市 平塚市立吉沢小学校 ブロック： D

2019年10月8日 火 浜松市 浜松市 浜松市立引佐南部中学校

2019年10月9日 水 愛知県 南知多町 南知多町立大井小学校

2019年10月10日 木 愛知県 西尾市 西尾市立一色南部小学校

2019年10月11日 金 愛知県 半田市 半田市立板山小学校

2019年10月28日 月 名古屋市 名古屋市中川区 名古屋市立玉川小学校

2019年10月29日 火 岐阜県 可児市 可児市立南帷子小学校

2019年10月30日 水 愛知県 犬山市 犬山市立東小学校

2019年10月31日 木 岐阜県 海津市 海津市立西江小学校

2019年11月1日 金 愛知県 愛西市 愛西市立草平小学校

2019年11月6日 水 神奈川県 横須賀市 横須賀市立大塚台小学校

歌舞伎・能楽 2019年6月24日 月 静岡市 静岡市 静岡市立中藁科小学校 制作団体： [Ｃ区分]一般社団法人京都能楽囃子方同明会

20公演 2019年6月25日 火 静岡県 賀茂郡河津町 河津町立東小学校 公演団体： [Ｃ区分]一般社団法人京都能楽囃子方同明会

2019年6月26日 水 神奈川県 真鶴町 真鶴町立まなづる小学校 公演演目： １．始まりの挨拶と能楽の歴史の紹介 ２．各楽器解説 ３．早笛 他

うちDブロック 2019年6月27日 木 川崎市 川崎市 川崎市立梶ヶ谷小学校

14公演 2019年9月9日 月 神奈川県 横須賀市 横須賀市立走水小学校 ブロック： D

2019年9月10日 火 神奈川県 三浦市 三浦市立剣崎小学校

2019年9月12日 木 長野県 阿南町 阿南町立阿南第二中学校

2019年10月28日 月 岐阜県 海津市 海津市立海西小学校

2019年10月29日 火 岐阜県 郡上市 郡上市立大和北小学校

2019年11月13日 水 岐阜県 岐阜市 岐阜市立茜部小学校

2019年11月14日 木 愛知県 南知多町 南知多町立師崎小学校

2019年12月9日 月 静岡県 周智郡森町 森町立泉陽中学校

2019年12月10日 火 愛知県 豊根村 豊根村立豊根中学校

2019年12月11日 水 愛知県 岡崎市 岡崎市立秦梨小学校

アンダーソン：舞踏会の美女
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番 他
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合唱 2019年7月1日 月 福井県 大野市 大野市有終西小学校 制作団体： 一般財団法人合唱音楽振興会

14公演 2019年7月2日 火 福井県 大野市 大野市上庄小学校 公演団体： 東京混声合唱団

2019年7月3日 水 福井県 越前町 越前町立織田小学校 公演演目：

2019年7月4日 木 京都府 舞鶴市 舞鶴市立加佐中学校

2019年7月5日 金 京都府 舞鶴市 舞鶴市立岡田小学校

2019年11月11日 月 京都府 舞鶴市 舞鶴市立若浦中学校

2019年11月12日 火 京都府 南丹市 南丹市立八木東小学校

2019年11月13日 水 京都府 京丹後市丹後町 京丹後市立間人小学校

2019年11月14日 木 京都府 城陽市 城陽市立深谷小学校

2019年11月15日 金 京都市 京都市 京都市立下鳥羽小学校

2019年11月18日 月 新潟県 佐渡市 佐渡市立河原田小学校

2019年11月19日 火 新潟県 加茂市 加茂市立若宮中学校 ブロック： E

2019年11月20日 水 富山県 富山市 富山市立八尾中学校

2019年11月21日 木 富山県 立山町 立山町立立山中央小学校

オーケストラ等 2019年7月8日 月 新潟県 村上市 村上市立朝日みどり小学校 制作団体： 公益社団法人山形交響楽協会

15公演 2019年7月9日 火 新潟県 長岡市 長岡市立秋葉中学校 公演団体： 山形交響楽団

2019年7月10日 水 新潟県 長岡市 長岡市立関原中学校 公演演目：

2019年7月11日 木 富山県 入善町 入善町立飯野小学校

2019年7月12日 金 富山県 立山町 立山町立立山北部小学校 ブロック： E

2019年9月9日 月 富山県 富山市 富山市立大沢野小学校

2019年9月10日 火 富山県 富山市 富山市立大泉中学校

2019年9月11日 水 富山県 南砺市 南砺市立井波小学校

2019年9月12日 木 石川県 珠洲市 珠洲市立宝立小中学校

2019年9月13日 金 石川県 金沢市 金沢市立長田町小学校

2019年9月30日 月 福井県 福井市 福井市上文殊小学校

2019年10月1日 火 福井県 あわら市 あわら市細呂木小学校

2019年10月2日 水 福井県 敦賀市 敦賀市立赤崎小学校

2019年10月3日 木 石川県 加賀市 加賀市立山中小学校

2019年10月4日 金 石川県 小松市 小松市立第一小学校

オーケストラ等 2019年9月11日 水 富山県 富山市 富山市立広田小学校 制作団体： 学校法人大阪音楽大学

10公演 2019年9月12日 木 富山県 富山市 富山市立奥田中学校 公演団体： ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

2019年10月11日 金 京都市 京都市 京都市立伏見板橋小学校 公演演目：

2019年10月15日 火 京都府 京丹後市峰山町 京丹後市立長岡小学校

2019年10月17日 木 京都府 南丹市 南丹市立胡麻郷小学校 ブロック： E

2019年11月15日 金 京都市 京都市 京都市立勧修小学校

2019年11月18日 月 京都市 京都市 京都市立元町小学校

2019年11月19日 火 京都府 長岡京市 長岡京市立長岡第八小学校

2019年11月21日 木 京都府 長岡京市 長岡京市立長岡第九小学校

2019年11月22日 金 京都市 京都市 京都市立池田小学校

児童劇 2019年11月13日 水 福井県 敦賀市 敦賀市立中央小学校 制作団体： 有限会社劇団風の子

14公演 2019年11月14日 木 富山県 小矢部市 小矢部市立蟹谷小学校 公演団体： 劇団風の子

2019年11月15日 金 富山県 高岡市 高岡市立平米小学校 公演演目：

2019年11月18日 月 新潟県 上越市 上越市立柿崎小学校

2019年11月19日 火 新潟県 上越市 上越市立里公小学校

2019年11月20日 水 富山県 立山町 立山町立利田小学校 ブロック： E

2019年11月21日 木 石川県 小松市 小松市立犬丸小学校

2019年11月26日 火 福井県 敦賀市 敦賀市立粟野小学校

2019年11月27日 水 福井県 敦賀市 敦賀市立東浦小・中学校

2019年11月28日 木 京都府 亀岡市 亀岡市立詳徳小学校

2019年11月29日 金 京都府 綾部市 綾部市立豊里小学校

2019年12月2日 月 京都市 京都市 京都市立朱雀第三小学校

2019年12月3日 火 京都府 亀岡市 亀岡市立東別院小学校

2019年12月4日 水 京都市 京都市 京都市立向島小学校

児童劇 2019年11月5日 火 富山県 黒部市 富山県立にいかわ総合支援学校 制作団体： 特定非営利活動法人劇場創造ネットワーク

12公演 2019年11月6日 水 新潟県 燕市 燕市立燕北小学校 公演団体： 特定非営利活動法人劇場創造ネットワーク

2019年11月7日 木 富山県 富山市 富山市立水橋西部小学校 公演演目：

2019年11月8日 金 福井県 大野市 大野市富田小学校

2019年11月10日 日 富山県 高岡市 高岡市立東五位小学校

2019年11月11日 月 富山県 高岡市 高岡市立横田小学校 ブロック： E

2019年11月12日 火 福井県 敦賀市 敦賀市立松原小学校

2019年11月14日 木 京都府 京丹後市網野町 京丹後市立橘小学校

2019年11月15日 金 京都府 京丹波町 京丹波町立下山小学校

2019年11月18日 月 京都府 福知山市 福知山市立修斉小学校

2019年11月19日 火 京都府 南丹市 京都府立丹波支援学校

2019年11月20日 水 京都市 京都市 京都市立嵯峨野小学校

（小学生対象）
■校歌演奏
■待ちぼうけ（山田耕筰）、せんせい（三善晃）
■夏は来たりぬ（14世紀のカノン）、ハレルヤ（ヘンデル）
■萬歳流し（柴田南雄）
■となりのトトロ（久石譲）他
（中学生対象）
■校歌演奏
■「天地創造」より～天は御神の栄光を語り（ハイドン)
■さくら（日本古謡・武満徹）、ふるさと（岡野貞一・上田真樹）
■「合唱のためのコンポジション第１番」よりIV（間宮芳生）
■コンダリラ（滝の精）（リーク）、風になりたい（宮沢和史）他

アンダーソン：フィドル・ファドル
ビゼー：「カルメン」第1組曲より“闘牛士” 他

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
チャイコフスキー / バレエ組曲「くるみ割り人形」より 花のワルツ 他

「スクラム☆ガッシン 準備完了第2号計画´」
作・脚本／田中つとむ 演出／中島 研

『ピン・ポン』
構 成 ・ 演 出 佐藤 信
美 術 ・ 演 出 tupera tupera（ツペラ ツペラ／亀山達矢、中川敦子）
振 付 ・ 演 出 竹屋 啓子



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

児童劇 2019年6月26日 水 京都府 南丹市 南丹市立園部小学校 制作団体： 株式会社劇団ひまわり

16公演 2019年6月28日 金 京都府 京丹後市峰山町 京丹後市立しんざん小学校 公演団体： 劇団ひまわり

2019年7月1日 月 福井県 あわら市 あわら市本荘小学校 公演演目： 『ホんトのきもち』

2019年7月2日 火 石川県 加賀市 加賀市立錦城小学校

2019年7月3日 水 石川県 小松市 小松市立符津小学校 ブロック： E

2019年7月4日 木 石川県 小松市 小松市立向本折小学校

2019年11月8日 金 京都府 長岡京市 長岡京市立長法寺小学校

2019年11月11日 月 京都府 亀岡市 亀岡市立吉川小学校

2019年11月13日 水 富山県 高岡市 高岡市立中田小学校

2019年11月14日 木 富山県 富山市 富山市立大久保小学校

2019年11月15日 金 富山県 富山市 富山市立柳町小学校

2019年11月18日 月 福井県 美浜町 美浜町立美浜東小学校

2019年11月19日 火 福井県 敦賀市 敦賀市立沓見小学校

2019年11月20日 水 福井県 大野市 大野市下庄小学校

2019年11月21日 木 福井県 福井市 福井市下宇坂小学校

2019年11月22日 金 福井県 勝山市 勝山市立荒土小学校

演劇 2019年11月18日 月 京都府 綾部市 綾部市立東綾中学校 制作団体： 有限会社劇団銅鑼

8公演 2019年11月19日 火 京都府 京丹波町 京丹波町立和知小学校 公演団体： 有限会社劇団銅鑼

2019年11月20日 水 京都府 福知山市 福知山市立川口中学校 公演演目：

2019年11月21日 木 京都府 綾部市 綾部市立東八田小学校

2019年11月22日 金 富山県 小矢部市 小矢部市立大谷中学校

2019年11月25日 月 新潟県 長岡市 長岡市立新町小学校

2019年11月26日 火 新潟県 長岡市 長岡市立栃尾東小学校 ブロック： E

2019年11月27日 水 富山県 富山市 富山市立月岡中学校

ミュージカル 2019年10月21日 月 京都府 舞鶴市 舞鶴市立中筋小学校 制作団体： 有限会社遊玄社

17公演 2019年10月23日 水 京都府 舞鶴市 舞鶴市立大浦小学校 公演団体： 演劇集団遊玄社

2019年10月24日 木 京都府 舞鶴市 舞鶴市立高野小学校 公演演目：

2019年10月25日 金 京都府 綾部市 綾部市立西八田小学校

2019年10月28日 月 京都府 長岡京市 長岡京市立長岡第四小学校 ブロック： E

2019年10月29日 火 京都市 京都市 京都市立南大内小学校

2019年10月30日 水 京都市 京都市 京都市立乾隆小学校

2019年10月31日 木 京都市 京都市 京都市立山階小学校

2019年11月5日 火 新潟県 上越市 上越市立三郷小学校

2019年11月6日 水 富山県 高岡市 高岡市立戸出東部小学校

2019年11月7日 木 石川県 津幡町 津幡町立英田小学校

2019年11月8日 金 石川県 金沢市 金沢市立浅野町小学校

2019年11月11日 月 石川県 加賀市 加賀市立河南小学校

2019年11月12日 火 石川県 川北町 川北町立橘小学校

2019年11月13日 水 石川県 小松市 小松市立東陵小学校

2019年11月14日 木 富山県 南砺市 南砺市立福光中部小学校

2019年11月15日 金 新潟県 長岡市 長岡市立石坂小学校

現代舞踊 2019年11月11日 月 京都市 京都市 京都市立嵐山東小学校 制作団体： 有限会社マジェスティック

7公演 2019年11月12日 火 京都府 綾部市 綾部市立東綾小学校 公演団体： 平富恵スペイン舞踊団

2019年11月13日 水 京都府 京丹後市弥栄町 京丹後市立弥栄中学校 公演演目：

2019年11月14日 木 京都府 京丹波町 京丹波町立蒲生野中学校

2019年11月15日 金 富山県 氷見市 氷見市立十三中学校 ブロック： E

2019年12月10日 火 福井県 越前市 福井県立南越特別支援学校

2019年12月13日 金 富山県 富山市 富山市立西部中学校

歌舞伎・能楽 2019年6月17日 月 福井県 敦賀市 敦賀市立敦賀南小学校 制作団体： 皐風会

13公演 2019年6月18日 火 福井県 敦賀市 敦賀市立敦賀西小学校 公演団体： 皐風会

2019年6月19日 水 福井県 敦賀市 敦賀市立中郷小学校 公演演目：

2019年6月20日 木 京都府 京丹後市峰山町 京丹後市立峰山中学校

2019年7月16日 火 福井県 坂井市 坂井市立三国西小学校 ブロック： E

2019年7月17日 水 石川県 今江町 小松市立今江小学校

2019年7月18日 木 富山県 黒部市 黒部市立石田小学校

2019年9月10日 火 新潟県 長岡市 長岡市立阪之上小学校

2019年9月11日 水 新潟県 上越市 上越市立大潟町小学校

2019年10月29日 火 富山県 富山市 富山市立池多小学校

2019年10月30日 水 富山県 富山市 富山市立光陽小学校

2019年10月31日 木 富山県 氷見市 氷見市立西條中学校

2019年11月1日 金 富山県 富山市 富山市立新庄北小学校

邦楽 2019年6月25日 火 富山県 富山市 富山市立福沢小学校 制作団体： 株式会社アート・メディア・オフィス

16公演 2019年6月26日 水 富山県 富山市 富山市立四方小学校 公演団体： 邦楽グループ「玉手箱」

2019年6月27日 木 富山県 富山市 富山市立堀川小学校 公演演目：

2019年6月28日 金 富山県 高岡市 高岡市立成美小学校

2019年7月1日 月 新潟県 魚沼市 魚沼市立堀之内中学校 ブロック： E

2019年7月2日 火 新潟市 新潟市 新潟市立両川中学校

2019年7月3日 水 新潟県 上越市 上越市立高田西小学校

2019年11月5日 火 京都府 舞鶴市 舞鶴市立与保呂小学校

2019年11月6日 水 京都府 京丹波町 京丹波町立瑞穂中学校

2019年11月7日 木 京都市 京都市 京都市立安朱小学校

2019年11月8日 金 京都市 京都市 京都市立大原野小学校

2019年11月11日 月 京都府 長岡京市 長岡京市立長岡第六小学校

2019年11月12日 火 京都市 京都市 京都市立下京渉成小学校

2019年11月13日 水 京都府 南丹市 京都府立園部高等学校附属中学校

2019年11月14日 木 京都市 京都市 京都市立鳳徳小学校

2019年11月15日 金 京都市 京都市 京都市立南太秦小学校

演芸 2019年6月10日 月 京都府 福知山市 福知山市立大江中学校 制作団体： 株式会社影向舎

20公演 2019年6月11日 火 京都府 宇治市 宇治市立三室戸小学校 公演団体： めばえ寄席「○○亭」

2019年6月12日 水 京都市 京都市 京都市立梅津小学校 公演演目：

①狂言「柿山伏（かきやまぶし）」
②能 「羽衣（はごろも）」

｢日本の音をもとめて｣～古典から現代への伝統
1.六段調 2.鹿の遠音 3.琵琶 他

めばえ寄席
1 落語 2 色物 3 上方落語 他

「いのちの花」
原作：向井愛実著「いのちの花」
瀧 晴巳著「世界でいちばんかなしい花 それは青森の女子高生たちが
ペット殺処分ゼロを目指して咲かせた花」
脚本：畑澤聖悟 演出：齊藤理恵子

音楽劇・イソップランドの動物たち
原 作／イソップ寓話
構成・演出／関矢幸雄

スペイン舞踊「夢、フラメンコの粋と情熱」
  演出/構成/振付 平 富恵



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック
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公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
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2019年6月13日 木 京都市 京都市 京都市立朱雀第六小学校

2019年6月14日 金 京都市 京都市 京都市立朱雀第二小学校 ブロック： E

2019年6月17日 月 福井県 美浜町 美浜町立美浜中央小学校

2019年6月18日 火 福井県 勝山市 勝山市立成器南小学校

2019年6月19日 水 福井県 坂井市 坂井市立兵庫小学校

2019年6月24日 月 京都府 綾部市 綾部市立志賀小学校

2019年6月25日 火 京都府 綾部市 綾部市立何北中学校

2019年6月26日 水 京都府 舞鶴市 舞鶴市立三笠小学校

2019年6月27日 木 京都府 舞鶴市 舞鶴市立志楽小学校

2019年7月1日 月 石川県 川北町 川北町立川北中学校

2019年7月2日 火 石川県 小松市 小松市立中海小学校

2019年7月3日 水 石川県 小松市 小松市立苗代小学校

2019年7月4日 木 新潟県 上越市 上越市立牧小学校

2019年9月10日 火 富山県 上市町 上市町立宮川小学校

2019年9月11日 水 富山県 氷見市 氷見市立湖南小学校

2019年9月12日 木 富山県 魚津市 魚津市立西部中学校

2019年9月13日 金 富山県 高岡市 高岡市立木津小学校

歌舞伎・能楽 2019年9月30日 月 富山県 富山市 富山市立古沢小学校 制作団体： [Ｃ区分]一般社団法人京都能楽囃子方同明会

20公演 2019年10月1日 火 富山県 富山市 富山市立音川小学校 公演団体： [Ｃ区分]一般社団法人京都能楽囃子方同明会

2019年10月2日 水 石川県 羽咋市 羽咋市立余喜小学校 公演演目： １．始まりの挨拶と能楽の歴史の紹介 ２．各楽器解説 ３．早笛 他

うちEブロック 2019年10月3日 木 石川県 小松市 小松市立木場小学校

6公演 2019年11月12日 火 福井県 若狭町 若狭町立気山小学校 ブロック： E

2019年11月22日 金 福井県 小浜市 小浜市立中名田小学校

1.落語 2.色物 3.上方落語 他



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表
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実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック
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合唱 2019年6月17日 月 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立庄内小学校 制作団体： 公益財団法人新国立劇場運営財団

10公演 2019年6月18日 火 奈良県 吉野町 吉野町立吉野小学校 公演団体： 新国立劇場合唱団

2019年6月19日 水 三重県 津市 津市立家城小学校 公演演目：

2019年6月20日 木 三重県 松阪市 松阪市立中川小学校

2019年6月21日 金 奈良県 下北山村 下北山村立下北山小学校

2019年11月25日 月 和歌山県 和歌山市 和歌山大学教育学部附属小学校

2019年11月26日 火 和歌山県 和歌山市 和歌山市立貴志小学校

2019年11月27日 水 和歌山県 有田市 有田市立港小学校

2019年11月28日 木 奈良県 御所市 御所市立御所小学校 ブロック： F

2019年11月29日 金 三重県 尾鷲市 尾鷲市立尾鷲小学校

オーケストラ等 2019年6月18日 火 大阪市 大阪市 大阪市立豊新小学校 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 2019年6月19日 水 大阪市 大阪市 大阪市立喜連東小学校 公演団体： 名古屋フィルハーモニー交響楽団

2019年6月20日 木 大阪市 大阪市 大阪市立晴明丘小学校 公演演目：

2019年6月21日 金 大阪市 大阪市 大阪市立南恩加島小学校

2019年6月24日 月 滋賀県 栗東市 栗東市立治田西小学校

2019年6月25日 火 滋賀県 竜王町 竜王町立竜王中学校

2019年6月26日 水 滋賀県 多賀町 多賀町立多賀小学校

2019年7月9日 火 三重県 四日市市 四日市市立羽津中学校

2019年7月10日 水 三重県 津市 三重県立盲学校 ブロック： F

2019年7月11日 木 三重県 伊賀市 伊賀市立友生小学校

オーケストラ等 2019年11月5日 火 大阪府 寝屋川市 寝屋川市立北小学校 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

9公演 2019年11月6日 水 大阪市 大阪市 大阪市立榎並小学校 公演団体： 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

2019年11月7日 木 大阪市 大阪市 大阪市立巽小学校 公演演目：

2019年11月8日 金 堺市 堺市 堺市立安井小学校

2019年11月25日 月 大阪府 貝塚市 貝塚市立津田小学校

2019年11月26日 火 和歌山県 橋本市 橋本市立橋本小学校 ブロック： F

2019年11月27日 水 和歌山県 有田川町 有田川町立御霊小学校

2019年11月28日 木 和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ町立笠田小学校

2019年11月29日 金 和歌山県 岩出市 岩出市立岩出小学校

音楽劇 2019年10月28日 月 和歌山県 有田川町 有田川町立田殿小学校 制作団体： NPO法人ミラマーレ・オペラ

8公演 2019年10月29日 火 和歌山県 有田市 有田市立保田中学校 公演団体： ミラマ-レ・オペラ

2019年10月30日 水 和歌山県 広川町 広川町立南広小学校 公演演目： オペラ「てかがみ」

2019年10月31日 木 和歌山県 田辺市 田辺市立中芳養小学校

2019年11月1日 金 和歌山県 橋本市 橋本市立清水小学校 ブロック： F

2019年11月5日 火 大阪府 守口市 守口市立佐太小学校

2019年11月6日 水 大阪市 大阪市 大阪市立十三小学校

2019年11月7日 木 大阪市 大阪市 大阪市立新巽中学校

児童劇 2019年10月28日 月 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市立天栄中学校 制作団体： 有限会社劇団あとむ

25公演 2019年10月29日 火 三重県 名張市 名張市立つつじが丘小学校 公演団体： 有限会社劇団あとむ

2019年10月30日 水 三重県 名張市 名張市立比奈知小学校 公演演目：

2019年11月5日 火 三重県 志摩市 志摩市立志摩小学校

2019年11月6日 水 三重県 南伊勢町 南伊勢町立南島東小学校

2019年11月7日 木 和歌山県 新宮市 新宮市立神倉小学校

2019年11月8日 金 奈良県 十津川村 十津川村立十津川第一小学校 ブロック： F
2019年11月11日 月 奈良県 御所市 御所市立秋津小学校

2019年11月12日 火 奈良県 広陵町 広陵町立真美ケ丘第一小学校

2019年11月13日 水 大阪府 大阪市 大阪府立平野支援学校

2019年11月18日 月 和歌山県 海南市 海南市立巽小学校

2019年11月19日 火 和歌山県 和歌山市 和歌山市立三田小学校

2019年11月20日 水 和歌山県 和歌山市 和歌山市立中之島小学校

2019年11月21日 木 和歌山県 和歌山市 和歌山市立太田小学校

2019年11月22日 金 大阪府 阪南市 阪南市立朝日小学校

2019年11月25日 月 大阪府 泉南市 泉南市立西信達小学校

2019年11月26日 火 大阪府 泉佐野市 泉佐野市立佐野台小学校

2019年11月27日 水 大阪府 和泉市 和泉市立鶴山台南小学校

2019年11月28日 木 大阪市 大阪市 大阪市立鷹合小学校

2019年11月29日 金 大阪市 大阪市 大阪市立中浜小学校

2019年12月2日 月 滋賀県 守山市 守山市立中洲小学校

2019年12月3日 火 滋賀県 草津市 草津市立笠縫東小学校

2019年12月4日 水 滋賀県 米原市 米原市立伊吹小学校

2019年12月5日 木 滋賀県 米原市 米原市立坂田小学校

2019年12月6日 金 滋賀県 長浜市 長浜市立びわ北小学校

児童劇 2019年10月7日 月 和歌山県 新宮市 新宮市立熊野川小学校 制作団体： 有限会社劇団プーク

13公演 2019年10月8日 火 和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町立宇久井小学校 公演団体： 人形劇団プーク

2019年10月9日 水 三重県 紀宝町 紀宝町立井田小学校 公演演目：

2019年10月10日 木 三重県 津市 津市立大三小学校

2019年10月11日 金 和歌山県 紀の川市 紀の川市立竜門小学校 ブロック： F

2019年10月15日 火 奈良県 黒滝村 黒滝村立黒滝小学校

2019年10月16日 水 大阪府 泉南市 泉南市立東小学校

2019年10月17日 木 大阪市 大阪市 大阪市立小林小学校

2019年10月18日 金 大阪府 泉南市 泉南市立雄信小学校

2019年10月21日 月 滋賀県 長浜市 長浜市立古保利小学校

2019年10月23日 水 滋賀県 米原市 米原市立山東小学校

2019年10月24日 木 三重県 桑名市 三重県立くわな特別支援学校

2019年10月25日 金 大阪市 大阪市 大阪市立内代小学校

「ほたるこい」（女声合唱）・民謡「ソーラン節」（男声合唱）
「交響曲第九番」より抜粋
「カヴァレリア・ルスティカーナ」より オレンジの花は香り（混声）
「さまよえるオランダ人」より 糸紡ぎの合唱（女声）
「魔弾の射手」より 狩人の合唱（男声）
「椿姫」より 乾杯の歌（混声）
校歌
「カルメン」より行進曲と合唱～終幕の合唱

チャイコフスキー: バレエ『くるみ割り人形』より「花のワルツ」 他
＜小学生対象＞
Jos.シュトラウス: ポルカ『憂いもなく』 
杉本竜一/Believe 他
＜中学生対象＞
杉本竜一/Believe 他
エルガー/威風堂々 等

１．ビゼー作曲：歌劇「カルメン」より前奏曲
２．ビゼー作曲：「アルルの女」第２組曲から“ファランドール”
３．オーケストラの楽器の紹介（1種類ごと） 等

『あとむの時間はアンデルセン～遊びバージョン～』
原作 Ｈ．Ｃ．アンデルセン
脚本 秋山英昭・関矢幸雄
構成・演出  関矢幸雄

『1２の月のたき火 』
作・演出/川尻 泰司 演出/岡本 和彦



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

演劇 2019年6月24日 月 滋賀県 長浜市 長浜市立浅井小学校 制作団体： 株式会社劇団芸優座

13公演 2019年6月25日 火 滋賀県 近江八幡市 近江八幡市立安土中学校 公演団体： 株式会社劇団芸優座

2019年6月26日 水 奈良県 御所市 奈良県立青翔中学校 公演演目：

2019年6月27日 木 堺市 堺市 堺市立茶山台小学校

2019年11月5日 火 大阪市 大阪市 大阪市立新平野西小学校

2019年11月6日 水 奈良県 大和郡山市 大和郡山市立片桐中学校

2019年11月7日 木 奈良県 橿原市 橿原市立橿原中学校 ブロック：

2019年11月8日 金 大阪市 大阪市 大阪市立関目東小学校 F

2019年11月11日 月 奈良県 五條市 五條市立野原中学校

2019年11月12日 火 和歌山県 紀の川市 紀の川市立上名手小学校

2019年11月13日 水 和歌山県 和歌山市 和歌山市立岡崎小学校

2019年11月14日 木 和歌山県 紀美野町 紀美野町立美里中学校

2019年11月15日 金 和歌山県 有田川町 有田川町立金屋中学校

バレエ 2019年12月2日 月 大阪府 泉大津市 泉大津市立楠小学校 制作団体： 一般社団法人法村友井バレエ団

9公演 2019年12月3日 火 大阪市 大阪市 大阪市立北恩加島小学校 公演団体： 一般社団法人法村友井バレエ団

2019年12月4日 水 滋賀県 大津市 大津市立仰木の里小学校 公演演目：

2019年12月5日 木 滋賀県 大津市 大津市立伊香立中学校

2019年12月6日 金 滋賀県 甲賀市 甲賀市立水口小学校

2019年12月9日 月 和歌山県 和歌山市 和歌山市立西脇小学校

2019年12月10日 火 和歌山県 和歌山市 和歌山市立広瀬小学校 ブロック： F

2019年12月11日 水 和歌山県 和歌山市 和歌山市立宮小学校

2019年12月12日 木 和歌山県 紀美野町 紀美野町立野上中学校

歌舞伎・能楽 2019年6月24日 月 大阪府 泉南市 泉南市立鳴滝小学校 制作団体： 一般社団法人阪神能楽囃子連盟調和会

13公演 2019年7月16日 火 堺市 堺市 堺市立五箇荘東小学校 公演団体： 一般社団法人阪神能楽囃子連盟調和会

2019年7月18日 木 大阪市 大阪市 大阪市立泉尾北小学校 公演演目：

2019年9月17日 火 奈良県 吉野町 吉野町立吉野中学校

2019年9月18日 水 奈良県 桜井市 桜井市立初瀬小学校

2019年9月19日 木 奈良県 大和高田市 大和高田市立陵西小学校

2019年11月6日 水 大阪市 大阪市 大阪市立生魂小学校 ブロック： F

2019年11月7日 木 奈良県 奈良市 奈良市立大安寺西小学校

2019年11月18日 月 大阪府 大阪市 旭区 大阪府立光陽支援学校

2019年12月2日 月 大阪市 大阪市 大阪市立八幡屋小学校

2019年12月3日 火 大阪府 寝屋川市 寝屋川市立神田小学校

2019年12月5日 木 奈良県 桜井市 桜井市立桜井西小学校

2019年12月6日 金 大阪府 高石市 高石市立東羽衣小学校

歌舞伎・能楽 2019年6月17日 月 三重県 名張市 名張市立美旗小学校 制作団体： 公益財団法人梅若会

12公演 2019年6月18日 火 三重県 松阪市 松阪市立大河内小学校 公演団体： 公益財団法人梅若会

2019年7月1日 月 滋賀県 湖南市 湖南市立菩提寺小学校 公演演目：

2019年7月2日 火 滋賀県 甲賀市 甲賀市立伴谷小学校

2019年7月8日 月 和歌山県 橋本市 橋本市立境原小学校

2019年7月9日 火 和歌山県 紀の川市 紀の川市立調月小学校 ブロック： F

2019年7月10日 水 和歌山県 海南市 海南市立黒江小学校

2019年7月11日 木 和歌山県 有田市 有田市立保田小学校

2019年7月12日 金 和歌山県 上富田町 上富田町立上富田中学校

2019年9月10日 火 奈良県 香芝市 香芝市立鎌田小学校

2019年9月11日 水 奈良県 大淀町 大淀町立大淀中学校

2019年9月12日 木 奈良県 葛城市 葛城市立新庄中学校

人形浄瑠璃 2019年11月5日 火 和歌山県 和歌山市 和歌山市立野崎小学校 制作団体： 一般社団法人一糸座

13公演 2019年11月6日 水 和歌山県 広川町 広川町立広小学校 公演団体： 糸あやつり人形一糸座

2019年11月7日 木 和歌山県 紀美野町 紀美野町立下神野小学校 公演演目：

2019年11月8日 金 和歌山県 和歌山市 和歌山市立楠見中学校

2019年11月11日 月 和歌山県 和歌山市 和歌山市立加太中学校

2019年11月12日 火 堺市 堺市 堺市立浜寺東小学校 ブロック： F

2019年11月13日 水 奈良県 香芝市 香芝市立志都美小学校

2019年11月14日 木 奈良県 大和郡山市 大和郡山市立治道小学校

2019年11月15日 金 大阪府 守口市 守口市立よつば小学校

2019年11月18日 月 奈良県 生駒市 生駒市立生駒南中学校

2019年11月19日 火 滋賀県 草津市 草津市立草津小学校

2019年11月21日 木 三重県 津市 津市立神戸小学校

2019年11月22日 金 三重県 熊野市 熊野市立新鹿小学校

邦楽 2019年6月11日 火 滋賀県 長浜市 長浜市立田根小学校 制作団体： 株式会社荒馬座

17公演 2019年6月12日 水 滋賀県 東近江市 東近江市立蒲生西小学校 公演団体： 民族歌舞団荒馬座

2019年6月13日 木 滋賀県 甲賀市 甲賀市立柏木小学校 公演演目：   ◆ソーラン節◆アイヌの唄と踊り他

2019年6月14日 金 三重県 桑名市 桑名市立精義小学校

2019年6月15日 土 和歌山県 北山村 北山村立北山中学校 ブロック： F

2019年6月25日 火 三重県 志摩市 志摩市立東海小学校

2019年6月26日 水 三重県 伊勢市 伊勢市立大湊小学校

2019年6月27日 木 三重県 伊勢市 伊勢市立佐八小学校

2019年10月7日 月 奈良県 奈良市 奈良県立奈良東養護学校

2019年10月8日 火 大阪府 摂津市 摂津市立鳥飼東小学校

2019年10月9日 水 大阪市 大阪市 大阪市立今里小学校

2019年10月10日 木 大阪市 大阪市 大阪市立九条南小学校

2019年10月11日 金 大阪市 大阪市 大阪市立矢田西小学校

2019年12月3日 火 和歌山県 有田市 有田市立糸我小学校

2019年12月4日 水 和歌山県 海南市 海南市立東海南中学校

2019年12月5日 木 和歌山県 和歌山市 和歌山市立有功東小学校

2019年12月6日 金 大阪府 和泉市 和泉市立幸小学校

■橋弁慶
■伊達娘恋緋鹿子―八百屋お七火の見櫓の場―
■東海道中膝栗毛（赤坂並木から卵塔場）

『最後(ザ・ラスト)の一葉(リーフ) － Ｏ．ヘンリー物語  』
原 作 ： Ｏ．ヘンリー
脚 本 ： 平塚 仁郎
演 出 ： 村田 里絵

第一部
● 「バレエを学び体験しよう」 （約4５分）
第二部
● 「くるみ割り人形」スペシャル（クララの夢）公演
    作曲：チャイコフスキー、原振付：プティパ

オープニング囃子「早笛（はやふえ）」
本日の公演について
囃子の解説
波を起こそう「波頭（なみがしら）」〜みんなで起こそう大波小波！！〜 他

１．お話「能狂言の見方」
２．曲目解説
３．狂言鑑賞「柿山伏」
４．能楽鑑賞「殺生石」



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

邦舞 2019年6月18日 火 大阪府 泉南市 泉南市立樽井小学校 制作団体： 株式会社ＢＯＸ４６２８

8公演 2019年6月19日 水 大阪市 大阪市 大阪市立大東小学校 公演団体： 沖縄伝統組踊「子の会」

2019年6月20日 木 大阪市 大阪市 大阪市立泉尾東小学校 公演演目：

2019年6月21日 金 大阪府 富田林市 大阪府立富田林支援学校

2019年7月2日 火 奈良県 天理市 天理市立山の辺小学校 ブロック： F

2019年7月3日 水 奈良県 天理市 天理市立柳本小学校

2019年7月4日 木 奈良県 御所市 御所市立掖上小学校

2019年7月5日 金 大阪市 大阪市 大阪市立大宮小学校

演芸 2019年10月8日 火 滋賀県 甲賀市 甲賀市立小原小学校 制作団体： 公益社団法人落語芸術協会

17公演 2019年10月9日 水 滋賀県 米原市 米原市立春照小学校 公演団体： 公益社団法人落語芸術協会

2019年10月10日 木 滋賀県 米原市 米原市立河南小学校 公演演目： ● 「牛ほめ」 ● 「初天神」 他

2019年10月11日 金 三重県 東員町 東員町立笹尾西小学校

2019年10月15日 火 奈良県 上北山村 上北山村立上北山小学校 ブロック： F

2019年10月16日 水 三重県 御浜町 御浜町立御浜小学校

2019年10月17日 木 和歌山県 太地町 太地町立太地小学校

2019年10月18日 金 和歌山県 串本町 串本町立橋杭小学校

2019年12月3日 火 和歌山県 海南市 海南市立日方小学校

2019年12月4日 水 和歌山県 有田市 有田市立文成中学校

2019年12月5日 木 和歌山県 有田市 有田市立箕島中学校

2019年12月6日 金 和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ町立妙寺中学校

2019年12月9日 月 堺市 堺市 堺市立登美丘西小学校

2019年12月10日 火 奈良県 御所市 御所市立名柄小学校

2019年12月11日 水 大阪市 大阪市 大阪市立鶴橋小学校

2019年12月12日 木 大阪府 泉南市 泉南市立新家東小学校

2019年12月13日 金 大阪府 寝屋川市 寝屋川市立堀溝小学校

本公演演目：琉球(りゅうきゅう)舞踊(ぶよう)「四つ(よつ)竹(だけ)」と組踊(く
みおどり)「万歳(まんざい)敵討(てきうち)」
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実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数
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政令指定

都市
市区町村名

オーケストラ等 2019年10月16日 水 島根県 大田市 大田市立朝波小学校 制作団体： 公益財団法人日本センチュリー交響楽団

8公演 2019年10月17日 木 島根県 浜田市 浜田市立第一中学校 公演団体： 日本センチュリー交響楽団

2019年10月18日 金 島根県 邑南町 邑南町立石見中学校 公演演目：

2019年10月28日 月 鳥取県 鳥取市 鳥取市立東中学校

2019年10月29日 火 鳥取県 琴浦町 琴浦町立赤碕小学校

2019年10月30日 水 鳥取県 鳥取市 鳥取市立浜村小学校

2019年10月31日 木 鳥取県 鳥取市 鳥取市立西中学校

2019年11月1日 金 島根県 松江市 松江市立宍道小学校 ブロック： G

オーケストラ等 2019年6月17日 月 広島市 広島市 広島市立可部南小学校 制作団体： 公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団

13公演 2019年6月18日 火 広島県 安芸高田市 安芸高田市立八千代中学校 公演団体： 関西フィルハーモニー管弦楽団

2019年6月19日 水 広島市 広島市 広島市立原小学校 公演演目：

2019年6月20日 木 広島県 海田町 海田町立海田南小学校

2019年6月24日 月 広島県 竹原市 竹原市立吉名学園 ブロック： G

2019年6月25日 火 広島県 府中市 府中市立上下南小学校

2019年6月26日 水 広島県 尾道市 尾道市立因北中学校

2019年6月27日 木 広島県 福山市 福山市立引野小学校

2019年9月30日 月 鳥取県 鳥取市 鳥取市立高草中学校

2019年10月1日 火 鳥取県 鳥取市 鳥取市立久松小学校

2019年10月2日 水 岡山県 備前市 備前市立吉永小学校

2019年10月3日 木 岡山県 赤磐市 赤磐市立桜が丘小学校

2019年10月4日 金 岡山県 総社市 総社市立阿曽小学校

音楽劇 2019年10月21日 月 岡山県 新見市 新見市立千屋小学校 制作団体： 公益財団法人びわ湖芸術文化財団

12公演 2019年10月23日 水 岡山県 岡山市 就実小学校 公演団体： びわ湖ホ-ル声楽アンサンブル

2019年10月24日 木 岡山県 赤磐市 赤磐市立山陽西小学校 公演演目： オペラ「泣いた赤鬼」（日本語上演）

2019年10月25日 金 岡山県 鏡野町 鏡野町立大野小学校

2019年11月5日 火 広島県 安芸太田町 安芸太田町立加計小学校 ブロック： G

2019年11月6日 水 広島市 広島市 広島市立早稲田小学校

2019年11月7日 木 広島県 庄原市 広島県立庄原特別支援学校

2019年11月8日 金 広島県 尾道市 広島県立尾道特別支援学校

2019年11月12日 火 島根県 安来市 安来市立飯梨小学校

2019年11月13日 水 島根県 大田市 大田市立仁摩小学校

2019年11月14日 木 鳥取県 琴浦町 琴浦町立船上小学校

2019年11月15日 月 鳥取県 米子市 米子市立就将小学校

児童劇 2019年11月6日 水 広島県 福山市 福山市立蔵王小学校 制作団体： 公益社団法人教育演劇研究協会

20公演 2019年11月7日 木 岡山県 笠岡市 笠岡市立吉田小学校 公演団体： 劇団たんぽぽ

2019年11月8日 金 広島県 尾道市 尾道市立美木原小学校 公演演目：

2019年11月11日 月 島根県 大田市 大田市立大田小学校

2019年11月12日 火 島根県 大田市 大田市立久手小学校

2019年11月13日 水 島根県 雲南市 雲南市立大東小学校 ブロック： G

2019年11月14日 木 広島県 三次市 三次市立田幸小学校

2019年11月15日 金 広島市 広島市 広島市立上温品小学校

2019年11月18日 月 広島市 広島市 広島市立中野小学校

2019年11月19日 火 山口県 周南市 周南市立周陽小学校

2019年11月20日 水 山口県 周南市 周南市立福川小学校

2019年11月21日 木 山口県 光市 光市立三輪小学校

2019年11月22日 金 山口県 光市 光市立浅江小学校

2019年11月25日 月 鳥取県 鳥取市 鳥取市立美保南小学校

2019年11月26日 火 鳥取県 鳥取市 鳥取市立稲葉山小学校

2019年11月28日 木 岡山県 玉野市 玉野市立日比小学校

2019年11月29日 金 岡山市 岡山市 岡山市立政田小学校

2019年12月2日 月 岡山県 玉野市 玉野市立第二日比小学校

2019年12月3日 火 岡山市 岡山市 岡山市立建部小学校

2019年12月4日 水 岡山県 吉備中央町 吉備中央町立豊野小学校

演劇 2019年6月20日 木 岡山県 浅口市 浅口市立六条院小学校 制作団体： 有限会社劇団東京芸術座

12公演 2019年6月21日 金 岡山県 倉敷市 倉敷市立連島西浦小学校 公演団体： 劇団東京芸術座

2019年6月24日 月 岡山県 和気町 和気町立本荘小学校 公演演目：

2019年6月25日 火 岡山県 美作市 美作市立美作北小学校

2019年6月27日 木 広島県 安芸高田市 安芸高田市立船佐小学校 ブロック： G

2019年6月28日 金 広島県 庄原市 庄原市立山内小学校

2019年11月18日 月 岡山県 玉野市 玉野市立後閑小学校

2019年11月19日 火 岡山市 岡山市 岡山市立上南中学校

2019年11月21日 木 岡山県 新見市 新見市立本郷小学校

2019年11月22日 金 山口県 岩国市 岩国市立平田小学校

2019年11月24日 日 広島県 呉市 呉市立広南中学校

2019年11月25日 月 広島県 東広島市 東広島市立向陽中学校

小学校公演
ビゼー：歌劇「カルメン」より第一幕への前奏曲
三村総撤編：手拍子協奏曲「クリップ・ビート・クラップ！ パート２」 他

中学校公演
ビゼー：歌劇「カルメン」より第一幕への前奏曲
ヘンデル：「水上の音楽」第2組曲より 「アラ・ホーンパイプ」 他

ロッシーニ：歌劇「ウイリアム・テル」序曲 より“スイス軍の行進”
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

『いのちのまつり』
原作/草場一壽 「いのちのまつり」
脚本/久野由美・松下哲子
演出/大谷賢治郎

「Challeng・ed(チャレンジド)-遠い水の記憶-」
原作/神品正子 脚本・演出/印南貞人
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実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック
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公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

ミュージカル 2019年9月19日 木 山口県 下関市 下関市立彦島中学校 制作団体： 有限会社ショーマンシップ

16公演 2019年9月20日 金 山口県 光市 光市立室積小学校 公演団体： 劇団ショーマンシップ

2019年9月24日 火 鳥取県 鳥取市 鳥取市立醇風小学校 公演演目：

2019年9月25日 水 岡山県 津山市 津山市立勝加茂小学校

2019年9月26日 木 岡山県 玉野市 玉野市立大崎小学校

2019年9月27日 金 広島市 広島市 広島市立己斐東小学校 ブロック： G

2019年9月30日 月 広島県 海田町 海田町立海田中学校

2019年10月1日 水 広島市 広島市 広島市立大河小学校

2019年10月2日 火 広島県 海田町 海田町立海田小学校

2019年10月3日 木 広島市 広島市 広島市立中野東小学校

2019年10月4日 金 広島県 竹原市 竹原市立大乗小学校

2019年10月7日 月 島根県 出雲市 出雲市立出東小学校

2019年10月8日 火 鳥取県 境港市 境港市立上道小学校

2019年10月9日 水 岡山県 新見市 新見市立上市小学校

2019年10月10日 木 岡山県 新見市 新見市立高尾小学校

2019年10月11日 金 島根県 邑南町 邑南町立日貫小学校

現代舞踊 2019年6月3日 月 岡山県 笠岡市 笠岡市立城見小学校 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 2019年6月4日 火 岡山県 玉野市 玉野市立日比中学校 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

2019年6月5日 水 岡山県 井原市 井原市立芳井小学校 公演演目：

2019年6月6日 木 広島県 三原市 三原市立中之町小学校

2019年6月7日 金 広島県 三次市 三次市立塩町中学校

2019年6月10日 月 広島県 三原市 広島県立三原特別支援学校 ブロック： G

2019年6月11日 火 広島県 呉市 呉市立昭和南小学校

2019年6月12日 水 広島市 広島市 広島市立川内小学校

2019年6月13日 木 山口県 下関市 下関市立豊東小学校

2019年6月14日 金 山口県 岩国市 岩国市立通津小学校

2019年6月17日 月 山口県 美祢市 山口県立宇部総合支援学校

2019年6月18日 火 山口県 山陽小野田市 山陽小野田市立高千帆小学校

2019年6月19日 水 山口県 周南市 周南市立今宿小学校

歌舞伎・能楽 2019年6月10日 月 広島県 東広島市 東広島市立高屋中学校 制作団体： 株式会社伝統芸能オフィス

18公演 2019年6月11日 火 広島県 熊野町 熊野町立熊野第一小学校 公演団体： 一般社団法人三宅狂言会

2019年6月12日 水 広島県 江田島市 江田島市立中町小学校 公演演目：

2019年6月13日 木 広島市 広島市 広島市立黄金山小学校

2019年6月14日 金 広島市 広島市 広島市立真亀小学校 ブロック： G

2019年6月24日 月 島根県 大田市 大田市立高山小学校

2019年6月25日 火 島根県 美郷町 美郷町立邑智小学校

2019年6月26日 水 島根県 雲南市 雲南市立加茂小学校

2019年6月27日 木 島根県 松江市 松江市立美保関中学校

2019年10月8日 火 島根県 雲南市 雲南市立阿用小学校

2019年10月9日 水 岡山県 吉備中央町 吉備中央町立吉川小学校

2019年10月10日 木 岡山県 笠岡市 笠岡市立神内小学校

2019年10月11日 金 岡山県 倉敷市 倉敷市立上成小学校

2019年11月25日 月 山口県 岩国市 岩国市立玖珂小学校

2019年11月26日 火 山口県 岩国市 岩国市立由宇小学校

2019年11月27日 水 山口県 光市 山口大学教育学部附属光中学校

2019年11月28日 木 山口県 下松市 下松市立公集小学校

2019年11月29日 金 山口県 萩市 萩市立育英小学校

歌舞伎・能楽 2019年9月24日 火 広島県 東広島市 東広島市立川上小学校 制作団体： 公益社団法人観世九皐会

8公演 2019年9月25日 水 広島県 福山市 福山市立春日小学校 公演団体： 公益社団法人観世九皐会

2019年9月26日 木 広島県 府中市 府中市立栗生小学校 公演演目：

2019年9月27日 金 広島県 広島市 広島大学附属東雲中学校

2019年10月15日 火 岡山県 美咲町 美咲町立柵原中学校 ブロック： G

2019年10月16日 水 岡山県 津山市 津山市立久米中学校

2019年10月17日 木 岡山県 和気町 和気町立佐伯小学校

2019年10月18日 金 岡山市 岡山市 岡山市立瀬戸中学校

邦楽 2019年6月24日 月 鳥取県 岩美町 岩美町立岩美南小学校 制作団体： 公益社団法人日本三曲協会

13公演 2019年6月25日 火 鳥取県 鳥取市 鳥取市立大正小学校 公演団体： 公益社団法人日本三曲協会

2019年6月26日 水 鳥取県 倉吉市 倉吉市立西郷小学校 公演演目：

2019年9月30日 月 島根県 松江市 松江市立中央小学校

2019年10月1日 火 島根県 雲南市 雲南市立斐伊小学校 ブロック： G

2019年10月2日 水 島根県 奥出雲町 奥出雲町立三成小学校

2019年10月3日 木 鳥取県 米子市 米子市立明道小学校

2019年10月29日 火 岡山県 笠岡市 笠岡市立中央小学校

2019年10月30日 水 岡山県 倉敷市 倉敷市立第三福田小学校

2019年10月31日 木 岡山県 倉敷市 倉敷市立黒崎中学校

2019年12月10日 火 山口県 岩国市 岩国市立愛宕小学校

2019年12月11日 水 山口県 周南市 周南市立富田東小学校

2019年12月12日 木 山口県 宇部市 宇部市立西岐波中学校

ノートルダム物語
原作：ヴィクトル・ユゴー 脚色・演出：市岡洋

‐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！』
企画／制作：堅田 浩巳

狂言「盆山 ぼんさん」
狂言 「茸（くさびら）」―大勢狂言―

① 能「土蜘蛛」 （半能形式 ・ 全２幕のうち後半の第２幕を上演）
② 狂言「柿山伏」

【Ａ】箏と三絃の古典曲【Ｂ】尺八の古典曲【Ｃ】普段音楽科の授業で馴染み
のある曲
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演芸 2019年10月23日 水 鳥取県 米子市 米子市立河崎小学校 制作団体： 公益社団法人日本奇術協会

17公演 2019年10月24日 木 鳥取県 鳥取市 鳥取市立湖山小学校 公演団体： 公益社団法人日本奇術協会

2019年10月25日 金 広島市 広島市 広島市立竹屋小学校 公演演目： Magic of MAGIC -Compilation-

2019年10月28日 月 広島県 呉市 呉市立広南小学校

2019年10月29日 火 広島市 広島市 広島市立山田小学校 ブロック： G

2019年10月30日 水 広島市 広島市 広島市立飯室小学校

2019年10月31日 木 広島市 広島市 広島市立亀崎小学校

2019年11月1日 金 岡山県 新見市 新見市立矢神小学校

2019年11月11日 月 山口県 岩国市 岩国市立錦清流小学校

2019年11月12日 火 山口県 下関市 下関市立角島小学校

2019年11月13日 水 山口県 周南市 周南市立菊川小学校

2019年11月14日 木 山口県 岩国市 岩国市立小瀬小学校

2019年11月15日 金 広島県 府中市 府中市立旭小学校

2019年11月18日 月 岡山市 岡山市 岡山市立御休小学校

2019年11月19日 火 岡山県 倉敷市 倉敷市立南浦小学校

2019年11月20日 水 岡山県 笠岡市 笠岡市立今井小学校

2019年11月21日 木 岡山市 岡山市 岡山市立馬屋下小学校

オーケストラ等 2019年7月9日 火 鳥取県 鳥取市 鳥取市立神戸小学校 制作団体： [Ｃ区分]特定非営利活動法人京都フィルハーモニー室内合奏団

28公演 2019年7月10日 水 鳥取県 鳥取市 鳥取市立佐治小学校 公演団体： [Ｃ区分]京都フィルハーモニー室内合奏団

2019年7月11日 木 鳥取県 鳥取市 鳥取市立逢坂小学校 公演演目：

うちGブロック 2019年7月12日 金 鳥取県 八頭町 八頭町立郡家西小学校

16公演 2019年10月16日 水 岡山県 津山市 津山市立鶴山小学校 ブロック： G

2019年10月17日 木 岡山県 新見市 新見市立塩城小学校

2019年10月18日 金 岡山県 西粟倉村 西粟倉村立西粟倉小学校

2019年10月28日 月 岡山県 浅口市 浅口市立鴨方東小学校

2019年10月29日 火 岡山県 笠岡市 笠岡市立北川小学校

2019年10月30日 水 岡山市 岡山市 岡山市立大宮小学校

2019年10月31日 木 岡山県 玉野市 玉野市立東児中学校

2019年11月1日 金 岡山市 岡山市 岡山市立平島小学校

2019年11月12日 火 山口県 山口市 山口市立大殿中学校

2019年11月13日 水 山口県 下関市 下関市立室津小学校

2019年11月14日 木 山口県 光市 光市立塩田小学校

2019年11月15日 金 山口県 周南市 周南市立岐山小学校

テ・デウムよりプレリュード/シャルパンティエ作曲(金澤恭典編曲)
ヴァイオリン協奏曲「四季」より「春」第1楽章/ヴィヴァルディ作曲 他
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実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

オーケストラ等 2019年10月15日 火 高知県 津野町 津野町立中央小学校 制作団体： 東京佼成ウインドオーケストラ

8公演 2019年10月16日 水 高知県 津野町 津野町立東津野中学校 公演団体： 東京佼成ウインドオーケストラ

2019年10月17日 木 高知県 高知市 高知県立高知国際中学校 公演演目：

2019年10月18日 金 高知県 安芸市 安芸市立土居小学校

2019年11月26日 火 愛媛県 伊予市 伊予市立伊予小学校 ブロック： H

2019年11月27日 水 愛媛県 今治市 今治市立桜井小学校

2019年11月28日 木 愛媛県 今治市 今治市立伯方中学校

2019年11月29日 金 愛媛県 松山市 松山市立東中学校

オーケストラ等 2019年7月3日 水 徳島県 徳島市 徳島市渋野小学校 制作団体： 公益社団法人大阪フィルハーモニー協会

14公演 2019年7月4日 木 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市立榎列小学校 公演団体： 大阪フィルハーモニー交響楽団

2019年7月5日 金 兵庫県 淡路市 淡路市立中田小学校 公演演目：

2019年9月17日 火 徳島県 北島町 北島町立北島小学校

2019年9月18日 水 徳島県 神山町 神山町神山中学校 ブロック： H

2019年9月19日 木 香川県 多度津町 多度津町立豊原小学校

2019年9月20日 金 香川県 綾川町 綾川町立昭和小学校

2019年10月9日 水 神戸市 神戸市 神戸市立御影小学校

2019年10月10日 木 兵庫県 稲美町 兵庫県立いなみ野特別支援学校

2019年10月11日 金 兵庫県 丹波市 丹波市立和田小学校

2019年11月12日 火 徳島県 つるぎ町 つるぎ町立貞光中学校

2019年11月13日 水 香川県 善通寺市 善通寺市立東部小学校

2019年11月14日 木 香川県 観音寺市 観音寺市立中部中学校

2019年11月15日 金 兵庫県 姫路市 姫路市立水上小学校

児童劇 2019年6月24日 月 香川県 高松市 高松市立前田小学校 制作団体： 企業組合劇団風の子九州

20公演 2019年6月25日 火 香川県 多度津町 多度津町立四箇小学校 公演団体： 劇団風の子九州

2019年6月26日 水 香川県 三豊市 三豊市立麻小学校 公演演目：

2019年6月27日 木 香川県 坂出市 坂出市立林田小学校

2019年6月28日 金 香川県 丸亀市 丸亀市立城北小学校 ブロック： H

2019年9月30日 月 愛媛県 松山市 松山市立たちばな小学校

2019年10月1日 火 高知県 梼原町 梼原学園

2019年10月2日 水 高知県 佐川町 佐川町立佐川小学校

2019年10月3日 木 愛媛県 四国中央市 四国中央市立北小学校

2019年10月4日 金 愛媛県 松山市 松山市立北久米小学校

2019年11月25日 月 兵庫県 西脇市 西脇市立比延小学校

2019年11月26日 火 兵庫県 多可町 多可町立松井小学校

2019年11月27日 水 兵庫県 丹波市 丹波市立中央小学校

2019年11月28日 木 兵庫県 篠山市 篠山市立城北畑小学校

2019年11月29日 金 兵庫県 太子町 太子町立龍田小学校

2019年12月2日 月 徳島県 東みよし町 東みよし町立加茂小学校

2019年12月3日 火 徳島県 上板町 上板町立神宅小学校

2019年12月4日 水 徳島県 美馬市 美馬市立江原南小学校

2019年12月5日 木 徳島県 石井町 石井町高原小学校

2019年12月6日 金 徳島県 徳島市 徳島市方上小学校

演劇 2019年10月23日 水 兵庫県 西宮市 西宮市立学文中学校 制作団体： 株式会社劇団俳小

9公演 2019年10月25日 金 香川県 綾川町 綾川町立羽床小学校 公演団体： 劇団俳小

2019年10月28日 月 徳島県 徳島市 徳島市加茂名小学校 公演演目：

2019年10月29日 火 徳島県 美馬市 美馬市立脇町小学校

2019年10月30日 水 香川県 三豊市 三豊市立二ノ宮小学校 ブロック： H

2019年10月31日 木 高知県 高知市 高知市立小高坂小学校

2019年11月1日 金 高知県 香美市 香美市立大栃中学校

2019年11月5日 火 高知県 北川村 北川村立北川中学校

2019年11月6日 水 高知県 香美市 香美市立香北中学校

ミュージカル 2019年10月28日 月 兵庫県 西脇市 西脇市立西脇小学校 制作団体： 株式会社オールスタッフ

17公演 2019年10月29日 火 兵庫県 西脇市 西脇市立楠丘小学校 公演団体： ミュージカルカンパニーイッツフォーリーズ

2019年10月30日 水 兵庫県 姫路市 姫路市立八木小学校 公演演目：

2019年10月31日 木 兵庫県 加東市 加東市立東条西小学校

2019年11月1日 金 兵庫県 太子町 太子町立斑鳩小学校 ブロック： H

2019年11月6日 水 徳島県 牟岐町 牟岐町立牟岐小学校

2019年11月7日 木 徳島県 鳴門市 鳴門市大津西小学校

2019年11月8日 金 徳島県 徳島市 徳島市千松小学校

2019年11月11日 月 愛媛県 愛南町 愛南町立一本松小学校

2019年11月12日 火 愛媛県 松山市 松山市立堀江小学校

2019年11月13日 水 香川県 丸亀市 丸亀市立岡田小学校

2019年11月14日 木 香川県 三豊市 三豊市立曽保小学校

2019年11月18日 月 徳島県 美馬市 美馬市立穴吹小学校

2019年11月19日 火 徳島県 三好市 三好市立辻小学校

2019年11月20日 水 香川県 三豊市 三豊市立山本小学校

2019年11月21日 木 香川県 観音寺市 観音寺市立一ノ谷小学校

2019年11月22日 金 愛媛県 伊予市 伊予市立北山崎小学校

バレエ 2019年10月23日 水 愛媛県 松山市 松山市立みどり小学校 制作団体： 公益財団法人東京シティ・バレエ団

9公演 2019年10月24日 木 愛媛県 松山市 松山市立立岩小学校 公演団体： 東京シティ・バレエ団

2019年10月25日 金 愛媛県 今治市 今治市立清水小学校 公演演目：

2019年10月28日 月 愛媛県 西条市 西条市立壬生川小学校

2019年10月30日 水 愛媛県 西条市 西条市立周布小学校

2019年10月31日 木 香川県 三豊市 三豊市立桑山小学校 ブロック： H

2019年11月1日 金 香川県 三木町 三木町立平井小学校

2019年11月5日 火 香川県 高松市 高松市立木太南小学校

2019年11月6日 水 香川県 高松市 高松市立木太北部小学校

第一旋法による8声部のカンツォーナ （Ｇ．ガブリエリ）
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） 他

ヴェルディ／歌劇「運命の力」序曲 
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

このゆびと～まれ！
作・演出／あさのゆみこ

「トキワ荘の夏」
作・演出／竹内一郎

ミュージカル「小さい“つ“が消えた日」
原作：ステファノ・フォン・ロー 脚本・作詞・演出：前嶋のの

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〉
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歌舞伎・能楽 2019年7月4日 木 兵庫県 尼崎市 尼崎市立浜小学校 制作団体： 一般財団法人能楽堂嘉祥閣

14公演 2019年7月9日 火 愛媛県 松山市 松山市立新玉小学校 公演団体： 一般財団法人能楽堂嘉祥閣

2019年7月10日 水 愛媛県 八幡浜市 八幡浜市立松蔭小学校 公演演目： 能「鵺」と狂言「柿山伏」

2019年7月11日 木 愛媛県 西予市 西予市立中川小学校

2019年7月12日 金 愛媛県 松山市 松山市立河野小学校 ブロック： H

2019年9月24日 火 徳島県 徳島市 徳島市新町小学校

2019年9月25日 水 徳島県 阿南市 阿南市立福井中学校

2019年9月26日 木 徳島県 石井町 石井町藍畑小学校

2019年10月24日 木 兵庫県 加東市 加東市立滝野東小学校

2019年10月28日 月 兵庫県 尼崎市 尼崎市立武庫中学校

2019年12月4日 水 兵庫県 淡路市 淡路市立津名中学校

2019年12月9日 月 高知県 日高村 日高村佐川町学校組合立加茂中学校

2019年12月10日 火 高知県 須崎市 須崎市立浦ノ内小学校

2019年12月11日 水 高知県 香美市 香美市立舟入小学校

邦楽 2019年11月20日 水 徳島県 阿波市 阿波市立伊沢小学校 制作団体： 株式会社東京コンサーツ

11公演 2019年11月21日 木 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市立北阿万小学校 公演団体： 一般社団法人伶楽舎

2019年11月22日 金 兵庫県 伊丹市 伊丹市立南中学校 公演演目：

2019年11月25日 月 香川県 丸亀市 丸亀市立飯山南小学校

2019年11月26日 火 香川県 善通寺市 香川県立善通寺養護学校

2019年11月27日 水 香川県 土庄町 土庄町立土庄小学校 ブロック： H

2019年12月2日 月 愛媛県 伊予市 伊予市立郡中小学校

2019年12月3日 火 愛媛県 西予市 西予市立田之筋小学校

2019年12月4日 水 愛媛県 大洲市 大洲市立久米小学校

2019年12月5日 木 愛媛県 松山市 松山市立姫山小学校

2019年12月6日 金 愛媛県 今治市 今治市立波止浜小学校

邦楽 2019年12月3日 火 愛媛県 新居浜市 新居浜市立南中学校 制作団体： 有限会社古典空間

4公演 2019年12月4日 水 愛媛県 西条市 西条市立吉井小学校 公演団体： 有限会社古典空間

2019年12月5日 木 香川県 観音寺市 香川県立香川西部養護学校 公演演目：

2019年12月6日 金 高知県 宿毛市 宿毛市立山奈小学校

ブロック： H

演芸 2019年6月24日 月 兵庫県 西脇市 西脇市立日野小学校 制作団体： 株式会社CHURA

13公演 2019年6月25日 火 兵庫県 姫路市 姫路市立豊富中学校 公演団体： 一般社団法人沖縄歌舞劇団美

2019年6月26日 水 兵庫県 たつの市 たつの市立新宮小学校 公演演目： 琉球舞踊・沖縄音楽（古典・民謡）・民族舞踊・太鼓演舞

2019年6月27日 木 神戸市 神戸市 神戸市立長田小学校

2019年6月28日 金 兵庫県 姫路市 姫路市立網干西小学校 ブロック： H

2019年10月21日 月 愛媛県 松前町 松前町立松前小学校

2019年10月23日 水 愛媛県 松山市 松山市立窪田小学校

2019年10月24日 木 愛媛県 愛南町 愛南町立城辺小学校

2019年10月25日 金 香川県 丸亀市 丸亀市立飯山北小学校

2019年10月28日 月 香川県 坂出市 坂出市立坂出小学校

2019年10月29日 火 香川県 三木町 三木町立白山小学校

2019年10月30日 水 香川県 三豊市 三豊市立吉津小学校

2019年10月31日 木 兵庫県 宝塚市高司 宝塚市立高司中学校

オーケストラ等 2019年9月30日 月 愛媛県 松山市 松山市立味生第二小学校 制作団体： [Ｃ区分]特定非営利活動法人京都フィルハーモニー室内合奏団

28公演 2019年10月1日 火 愛媛県 大洲市 大洲市立粟津小学校 公演団体： [Ｃ区分]京都フィルハーモニー室内合奏団

2019年10月2日 水 愛媛県 伊方町 伊方町立九町小学校 公演演目：

うちHブロック 2019年10月3日 木 愛媛県 松山市 松山市立三津浜小学校

12公演 2019年10月4日 金 愛媛県 西条市 西条市立庄内小学校 ブロック： H

2019年10月23日 水 高知県 中土佐町 中土佐町立久礼中学校

2019年10月24日 木 高知県 室戸市 室戸市立佐喜浜中学校

2019年11月25日 月 徳島県 三好市 三好市立東祖谷中学校

2019年11月26日 火 徳島県 徳島市 徳島市八万南小学校

2019年11月27日 水 徳島県 徳島市 徳島市不動小学校

2019年11月28日 木 徳島県 那賀町 那賀町立鷲敷中学校

2019年11月29日 金 徳島県 鳴門市 鳴門市桑島小学校

ミュージカル 2019年12月10日 火 高知県 宿毛市 宿毛市立平田小学校 制作団体： [Ｃ区分]有限会社オペラシアターこんにゃく座

16公演 2019年12月11日 水 高知県 四万十市 四万十市立中筋小学校 公演団体： [Ｃ区分]オペラシアターこんにゃく座

2019年12月12日 木 高知県 香美市 香美市立大宮小学校 公演演目：

うちHブロック

3公演 ブロック： H

映像 2019年7月1日 月 高知県 須崎市 須崎市立新荘小学校 制作団体： [Ｃ区分]こども映画教室

6公演 2019年7月4日 木 高知県 宿毛市 宿毛市立橋上小学校 公演団体： [Ｃ区分]こども映画教室

2019年10月29日 火 愛媛県 西条市 西条市立三芳小学校 公演演目：

うちHブロック 2019年10月31日 木 愛媛県 今治市 今治市立鴨部小学校

6公演 2019年11月11日 月 徳島県 美馬市 美馬市立江原北小学校

2019年11月14日 木 愛媛県 砥部町 砥部町立広田小学校 ブロック： H

■第1部 雅楽ってなあに？
雅楽古典曲 管絃「平調音取」「越天楽」、「陪臚」（中学校のみ）
雅楽古典曲 舞楽「胡飲酒」他

① 三味線おもしろトーク
② 沖縄の三味線＜三線（さんしん）＞演奏 他

テ・デウムよりプレリュード/シャルパンティエ作曲(金澤恭典編曲)
ヴァイオリン協奏曲「四季」より「春」第1楽章/ヴィヴァルディ作曲 他

オペラ『タング―まほうをかけられた舌―』＋うたのステージ
原作：安房直子  演出：大石哲史

「生きていないものが動く！」
みんなで赤いボールを主人公にした映画を撮ろう！
ワークショップ→メインプログラム→ワークショップ
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オーケストラ等 2019年6月24日 月 熊本県 あさぎり町 あさぎり町立あさぎり中学校 制作団体： 公益社団法人広島交響楽協会

15公演 2019年6月25日 火 熊本県 あさぎり町 あさぎり町立須恵小学校 公演団体： 広島交響楽団

2019年6月26日 水 熊本県 八代市 八代市立東陽小学校 公演演目：

2019年6月27日 木 熊本県 宇城市 宇城市立豊野中学校

2019年6月28日 金 熊本県 宇土市 宇土市立網津小学校 ブロック： I

2019年7月1日 月 佐賀県 佐賀市 佐賀市立思斉中学校

2019年7月2日 火 佐賀県 唐津市 唐津市立北波多中学校

2019年7月3日 水 佐賀県 伊万里市 伊万里市立二里小学校

2019年7月4日 木 佐賀県 太良町 太良町立大浦小学校

2019年10月24日 木 佐賀県 鹿島市 鹿島市立七浦小学校

2019年10月25日 金 長崎県 長崎市 長崎市立小江原小学校

2019年10月28日 月 長崎県 南島原市 南島原市立加津佐小学校

2019年10月29日 火 長崎県 時津町 長崎県立盲学校

2019年10月30日 水 長崎県 長与町 長与町立長与南小学校

2019年10月31日 木 長崎県 長与町 長与町立長与中学校

オーケストラ等 2019年6月25日 火 福岡市 福岡市 福岡市立片江小学校 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

11公演 2019年6月26日 水 福岡市 福岡市 福岡市立香陵小学校 公演団体： 京都フィルハーモニー室内合奏団

2019年6月27日 木 福岡市 福岡市 福岡市立入部小学校 公演演目：

2019年6月28日 金 福岡市 福岡市 福岡市立金武小学校

2019年7月1日 月 北九州市 北九州市 北九州市立鳴水小学校 ブロック： I

2019年7月2日 火 北九州市 北九州市 北九州市立永犬丸小学校

2019年7月3日 水 福岡県 嘉麻市 嘉麻市立山田中学校

2019年11月19日 火 熊本市 熊本市中央区 熊本市立一新小学校

2019年11月20日 水 熊本県 八代市 八代市立八千把小学校

2019年11月21日 木 熊本県 山江村 山江村立山田小学校

2019年11月22日 金 熊本県 人吉市 人吉市立大畑小学校

オーケストラ等 2019年6月25日 火 長崎県 佐世保市 佐世保市立中里小学校 制作団体： 公益社団法人大阪交響楽団

6公演 2019年6月26日 水 長崎県 長与町 長与町立長与北小学校 公演団体： 大阪交響楽団

2019年6月27日 木 長崎県 佐世保市 佐世保市立大野中学校 公演演目：

2019年7月2日 火 熊本市 熊本市東区 熊本市立画図小学校

2019年7月3日 水 熊本県 天草市 天草市立倉岳小学校

2019年7月4日 木 熊本市 熊本市南区 熊本市立御幸小学校 ブロック： I

児童劇 2019年10月1日 火 長崎県 新上五島町 新上五島町立北魚目小学校 制作団体： 有限会社人形劇団京芸

16公演 2019年10月3日 木 佐賀県 神埼市 神埼市立西郷小学校 公演団体： 人形劇団京芸

2019年10月4日 金 長崎県 佐々町 佐々町立佐々小学校 公演演目：

2019年10月7日 月 佐賀県 武雄市 武雄市立東川登小学校

2019年10月8日 火 佐賀県 嬉野市 嬉野市立大草野小学校

2019年10月9日 水 佐賀県 鹿島市 鹿島市立古枝小学校

2019年10月10日 木 長崎県 諫早市 諫早市立諫早小学校 ブロック： I

2019年10月11日 金 長崎県 雲仙市 雲仙市立土黒小学校

2019年10月15日 火 福岡県 北九州市
学校法人きのくに子どもの村学園
北九州子どもの村小学校

2019年10月16日 水 福岡県 朝倉市 朝倉市立金川小学校

2019年10月17日 木 福岡市 福岡市 福岡市立弥永小学校

2019年10月18日 金 福岡市 福岡市 福岡市立鶴田小学校

2019年10月28日 月 熊本県 八代市 八代市立宮地小学校

2019年10月29日 火 熊本県 天草市 熊本県立天草支援学校

2019年10月30日 水 熊本県 芦北町 芦北町立田浦小学校

2019年10月31日 木 熊本県 錦町 錦町立一武小学校

演劇 2019年6月3日 月 熊本県 南小国町 南小国町立りんどうヶ丘小学校 制作団体： かわせみ座

19公演 2019年6月4日 火 熊本市 熊本市東区 熊本市立西原中学校 公演団体： かわせみ座

2019年6月5日 水 熊本市 熊本市中央区 熊本市立春竹小学校 公演演目：

2019年6月6日 木 熊本県 御船町 御船町立高木小学校

2019年6月7日 金 福岡県 みやま市 みやま市立南小学校 ブロック： I

2019年6月10日 月 長崎県 対馬市 対馬市立大船越小学校

2019年6月11日 火 長崎県 対馬市 対馬市立豊玉中学校

2019年6月13日 木 佐賀県 伊万里市 伊万里市立南波多郷学館

2019年6月14日 金 長崎県 平戸市 平戸市立田助小学校

2019年6月17日 月 長崎県 島原市 島原市立第二中学校

2019年6月18日 火 長崎県 長与町 長与町立高田小学校

2019年10月15日 火 佐賀県 鹿島市 鹿島市立北鹿島小学校

2019年10月16日 水 佐賀県 みやき町 みやき町立三根西小学校

2019年10月17日 木 佐賀県 武雄市 武雄市立武内小学校

2019年10月23日 水 福岡県 田川市 田川市立田川中学校

2019年10月24日 木 福岡県 直方市 直方市立直方第一中学校

2019年10月25日 金 福岡市 福岡市 福岡市立堤丘小学校

2019年10月28日 月 福岡市 福岡市 福岡市立脇山小学校

2019年10月29日 火 北九州市 北九州市 北九州市立大里東小学校

王宮の花火の音楽より「歓喜」/ヘンデル
小交響曲 「名人」 /山田和男 他

ジョン・ウィリアムズ 映画「スターウォーズ」から”メインテーマ”
プロコフィエフ バレエ音楽「ロミオとジュリエット」より
民族舞踊／少女ジュリエット 他

『ウォートンとカラスのコンテスト』
【原 作】 ラッセル・E・エリクソン作、佐藤涼子訳
【脚 色】 山田俊彦 安田  晋 
【演 出】 山田俊彦

まほろばのこだま
作・原案／山本由也・益村泉

♪ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」～序曲
♪マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」～間奏曲 他



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

ミュージカル 2019年6月11日 火 熊本県 人吉市 人吉市立人吉西小学校 制作団体： 一般社団法人エーシーオー沖縄

14公演 2019年6月12日 水 熊本県 五木村 五木村立五木中学校 公演団体： ＡＣＯ沖縄

2019年6月13日 木 熊本県 玉名市 熊本県立玉名高等学校附属中学校 公演演目：

2019年6月14日 金 熊本県 阿蘇市 阿蘇市立一の宮小学校

2019年6月17日 月 福岡県 嘉麻市 嘉麻市立稲築東中学校 ブロック： I

2019年6月18日 火 福岡県 遠賀町 遠賀町立遠賀南中学校

2019年11月12日 火 佐賀県 唐津市 唐津市立七山小学校

2019年11月13日 水 佐賀県 有田町 有田町立有田中学校

2019年11月14日 木 長崎県 東彼杵町 東彼杵町立千綿小学校

2019年11月15日 金 佐賀県 嬉野市 嬉野市立久間小学校

2019年11月18日 月 長崎県 長崎市 長崎市立西泊中学校

2019年11月19日 火 長崎県 大村市 大村市立松原小学校

2019年11月28日 木 福岡県 北九州市
学校法人きのくに子どもの村学園北九州子
どもの村中学校

2019年11月29日 金 福岡県 八女市 八女市立忠見小学校

バレエ 2019年9月30日 月 熊本市 熊本市北区 熊本市立楡木小学校 制作団体： 一般財団法人谷桃子バレエ団

9公演 2019年10月1日 火 熊本県 菊池市 菊池市立花房小学校 公演団体： 谷桃子バレエ団

2019年10月2日 水 熊本県 津奈木町 津奈木町立津奈木中学校 公演演目：

2019年10月3日 木 熊本県 玉名市 玉名市立大野小学校

2019年10月4日 金 熊本市 熊本市北区 熊本市立麻生田小学校

2019年10月15日 火 福岡県 直方市 福岡県立直方特別支援学校

2019年10月16日 水 福岡県 八女市 八女市立川崎小学校

2019年10月17日 木 福岡県 須恵町 須恵町立須恵第三小学校 ブロック： I

2019年10月18日 金 福岡県 久留米市 久留米市立長門石小学校

歌舞伎・能楽 2019年6月10日 月 福岡県 北九州市 学校法人鎮西敬愛学園敬愛小学校 制作団体： 公益財団法人片山家能楽・京舞保存財団

13公演 2019年6月11日 火 福岡県 直方市 直方市立感田小学校 公演団体： 公益財団法人片山家能楽・京舞保存財団

2019年6月12日 水 熊本県 山鹿市 山鹿市立八幡小学校 公演演目： 能「一角仙人（いっかくせんにん）」

2019年6月13日 木 熊本県 水俣市 水俣市立袋中学校

2019年6月14日 金 熊本市 熊本市中央区 熊本市立白川中学校 ブロック： I

2019年6月17日 月 熊本市 熊本市西区 熊本市立三和中学校

2019年6月18日 火 熊本県 天草市 天草市立牛深中学校

2019年6月19日 水 熊本県 天草市 天草市立本渡南小学校

2019年6月20日 木 熊本県 宇城市 宇城市立海東小学校

2019年11月25日 月 福岡県 朝倉市 朝倉市立南陵中学校

2019年11月26日 火 福岡県 八女市 八女市立上陽北汭学園

2019年11月27日 水 熊本市 熊本市中央区 熊本市立白川小学校

2019年11月28日 木 熊本市 熊本市東区 熊本市立東部中学校

人形浄瑠璃 2019年10月18日 金 北九州市 北九州市 北九州市立尾倉中学校 制作団体： 公益財団法人淡路人形協会

10公演 2019年10月21日 月 長崎県 佐世保市 佐世保市立宇久小学校 公演団体： 淡路人形座

2019年11月6日 水 佐賀県 小城市 小城市立三日月小学校 公演演目：

2019年11月7日 木 佐賀県 白石町 白石町立白石中学校

2019年11月8日 金 長崎県 佐世保市 佐世保市立山澄中学校

2019年11月11日 月 長崎県 南島原市 南島原市立深江中学校

2019年11月12日 火 長崎県 大村市 大村市立竹松小学校

2019年11月13日 水 長崎県 大村市 大村市立大村小学校 ブロック： I

2019年11月14日 木 佐賀県 唐津市 唐津市立大志小学校

2019年11月15日 金 佐賀県 鹿島市 鹿島市立浜小学校

演芸 2019年10月1日 火 福岡県 朝倉市 朝倉市立福田小学校 制作団体： 有限会社ＰＡＣ汎マイム工房

18公演 2019年10月2日 水 福岡県 朝倉市 朝倉市立秋月中学校 公演団体： パントマイム＆クラウン「劇団汎マイム工房」

2019年10月3日 木 福岡県 八女市 八女市立上妻小学校 公演演目： 1. 「ピエロマイムファンタジー」 

2019年10月4日 金 佐賀県 佐賀市 佐賀市立春日小学校

2019年10月7日 月 福岡県 久留米市 福岡県立久留米聴覚特別支援学校 ブロック： I

2019年10月8日 火 福岡県 小郡市 小郡市立立石小学校

2019年10月9日 水 佐賀県 唐津市 唐津市立久里小学校

2019年10月10日 木 佐賀県 有田町 有田町立有田小学校

2019年10月11日 金 佐賀県 みやき町 みやき町立北茂安小学校

2019年11月12日 火 熊本県 人吉市 人吉市立第三中学校

2019年11月13日 水 熊本県 人吉市 人吉市立中原小学校

2019年11月14日 木 熊本市 熊本市西区 熊本市立河内中学校

2019年11月15日 金 熊本市 熊本市東区 熊本市立東野中学校

2019年11月18日 月 長崎県 島原市 島原市立三会中学校

2019年11月19日 火 長崎県 島原市 島原市立第四小学校

2019年11月20日 水 長崎県 諫早市 諫早市立琴海中学校

2019年11月21日 木 長崎県 川棚町 川棚町立石木小学校

2019年11月22日 金 長崎県 川棚町 川棚町立川棚小学校

「沖縄燦燦」
作・演出：三隅治雄

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（３５分）
第２部 「白鳥の湖」 ダイジェスト版（45分）
           作曲：ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー
           原振付：マリウス・プティパ，レフ・イワノフ

  再演出／振付：谷桃子 振付／髙部尚子

生写朝顔日記 大井川の段／原作：山田案山子他
人形浄瑠璃教室／太夫・三味線・人形遣いによる人形浄瑠璃の説明
戎舞／淡路人形に伝わる神事
本朝廿四孝 奥庭狐火の段／原作：近松半次他
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児童劇 2019年6月17日 月 福岡市 福岡市 福岡市立早良小学校 制作団体： [Ｃ区分]企業組合劇団風の子九州

27公演 2019年6月18日 火 佐賀県 白石町 白石町立須古小学校 公演団体： [Ｃ区分]劇団風の子九州

2019年6月19日 水 佐賀県 白石町 白石町立六角小学校 公演演目：

うちIブロック 2019年6月20日 木 福岡県 大任町 大任町立大任小学校

17公演 2019年6月28日 金 福岡県 大任町 大任町立今任小学校 ブロック： I

2019年9月24日 火 福岡県 直方市 直方市立中泉小学校

2019年9月26日 木 北九州市 北九州市 北九州市立松ヶ江北小学校

2019年10月2日 水 佐賀県 基山町 基山町立若基小学校

2019年10月4日 金 北九州市 北九州市 北九州市立筒井小学校

2019年11月28日 木 福岡県 大牟田市 大牟田市立明治小学校

2019年11月29日 金 長崎県 諫早市 諫早市立真崎小学校

2019年12月2日 月 長崎県 新上五島町 新上五島町立若松中央小学校

2019年12月3日 火 長崎県 長崎市 長崎市立滑石小学校

2019年12月4日 水 長崎県 西海市 西海市立西海小学校

2019年12月5日 木 長崎県 松浦市 松浦市立福島養源小学校

2019年12月6日 金 福岡市 福岡市 福岡市立壱岐東小学校

2019年12月13日 金 佐賀県 唐津市 唐津市立加唐中学校

ミュージカル 2019年6月11日 火 佐賀県 唐津市 唐津市立伊岐佐小学校 制作団体： [Ｃ区分]有限会社オペラシアターこんにゃく座

16公演 2019年6月12日 水 佐賀県 伊万里市 伊万里市立松浦小学校 公演団体： [Ｃ区分]オペラシアターこんにゃく座

2019年6月13日 木 佐賀県 武雄市 武雄市立若木小学校 公演演目：

うちIブロック 2019年6月14日 金 長崎県 川棚町 川棚町立小串小学校

13公演 2019年6月17日 月 長崎県 佐世保市 佐世保市立大塔小学校 ブロック： I

2019年6月18日 火 長崎県 佐世保市 佐世保市立歌浦小学校

2019年6月19日 水 長崎県 佐世保市 佐世保市立吉井北小学校

2019年6月20日 木 佐賀県 嬉野市 嬉野市立吉田小学校

2019年6月21日 金 佐賀県 佐賀市 佐賀市立諸富南小学校

2019年6月25日 火 熊本県 阿蘇市 阿蘇市立阿蘇小学校

2019年6月26日 水 熊本県 水俣市 水俣市立水俣第二小学校

2019年6月27日 木 熊本県 芦北町 芦北町立大野小学校

2019年6月28日 金 熊本県 八代市 八代市立千丁小学校

やだ､やだ あっかんべー！
作・演出 / あさのゆみこ

オペラ『タング―まほうをかけられた舌―』＋うたのステージ
原作：安房直子  演出：大石哲史



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表

【日付】 【曜日】
実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

合唱 2019年11月12日 火 鹿児島県 長島町 長島町立川床小学校 制作団体： 公益社団法人関西二期会

8公演 2019年11月13日 水 鹿児島県 阿久根市 阿久根市立尾崎小学校 公演団体： 公益社団法人関西二期会

2019年11月14日 木 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立川上小学校 公演演目：

2019年11月15日 金 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立坂元小学校

2019年11月19日 火 沖縄県 西原町 沖縄県立森川特別支援学校

2019年11月20日 水 沖縄県 うるま市 うるま市立具志川小学校

2019年11月21日 木 宮崎県 延岡市 延岡市立北浦小学校

2019年11月22日 金 宮崎県 延岡市 延岡市立一ケ岡小学校

ブロック： J

オーケストラ等 2019年9月3日 火 大分県 日田市 日田市立南部中学校 制作団体： 一般社団法人日本テレマン協会

10公演 2019年9月4日 水 大分県 佐伯市 佐伯市立直川小学校 公演団体： テレマン室内オーケストラ

2019年9月5日 木 大分県 佐伯市 佐伯市立本匠小学校 公演演目：

2019年9月9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

2019年9月10日 火 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立玉江小学校 ブロック： J

2019年9月11日 水 鹿児島県 出水市 出水市立野田中学校

2019年10月15日 火 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立藺牟田小学校

2019年10月16日 水 宮崎県 日南市 日南市立桜ヶ丘小学校

2019年10月17日 木 宮崎県 西都市 西都市立穂北中学校

2019年10月18日 金 宮崎県 都城市 都城市立祝吉中学校

オーケストラ等 2019年6月18日 火 宮崎県 延岡市 延岡市立旭中学校 制作団体： 公益財団法人九州交響楽団

9公演 2019年6月19日 水 宮崎県 延岡市 延岡市立東小学校 公演団体： 公益財団法人九州交響楽団

2019年6月21日 金 宮崎県 宮崎市 宮崎県立みなみのかぜ支援学校 公演演目：

2019年10月15日 火 鹿児島県 指宿市 指宿市立柳田小学校

2019年10月16日 水 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立本名小学校

2019年10月17日 木 鹿児島県 日置市 日置市立吹上中学校

2019年11月13日 水 沖縄県 本部町 本部町立本部中学校

2019年11月14日 木 沖縄県 沖縄市 沖縄市立越来小学校 ブロック： J

2019年11月15日 金 沖縄県 豊見城市 豊見城市立伊良波小学校

児童劇 2019年6月24日 月 宮崎県 川南町 川南町立東小学校 制作団体： 株式会社劇団うりんこ

15公演 2019年6月25日 火 宮崎県 新富町 宮崎県立児湯るぴなす支援学校 公演団体： 劇団うりんこ

2019年6月28日 金 鹿児島県 南種子町 南種子町立南種子中学校 公演演目：

2019年7月1日 月 宮崎県 都城市 都城市立高崎小学校

2019年7月2日 火 宮崎県 えびの市 えびの市立真幸小学校 ブロック： J

2019年7月3日 水 鹿児島県
曽於市大隅町中

之内
曽於市立笠木小学校

2019年11月18日 月 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立松元小学校

2019年11月19日 火 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立荒田小学校

2019年11月20日 水 鹿児島県 伊佐市 伊佐市立大口東小学校

2019年11月21日 木 鹿児島県 志布志市 志布志市立尾野見小学校

2019年11月25日 月 沖縄県 那覇市 那覇市立大名小学校

2019年11月26日 火 沖縄県 本部町 本部町立伊豆味小中学校

2019年11月27日 水 沖縄県 本部町 本部町立上本部小学校

2019年11月28日 木 沖縄県 うるま市 うるま市立城前小学校

2019年12月2日 月 沖縄県 宮古島市 宮古島市立平良第一小学校

演劇 2019年11月5日 火 鹿児島県 徳之島町 徳之島町立山中学校 制作団体： 有限会社青年劇場

8公演 2019年11月8日 金 鹿児島県 南九州市 南九州市立知覧中学校 公演団体： 秋田雨雀・土方与志記念青年劇場

2019年11月9日 土 鹿児島県 伊佐市 伊佐市立菱刈中学校 公演演目： 「あの夏の絵」

2019年11月11日 月 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立海星中学校

2019年11月14日 木 宮崎県 都城市 都城市立小松原中学校 ブロック： J

2019年11月15日 金 鹿児島県 南大隅町 南大隅町立佐多小学校

2019年11月18日 月 宮崎県 都城市 都城市立志和池中学校

2019年11月19日 火 宮崎県 五ヶ瀬町 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校

ミュージカル 2019年6月17日 月 宮崎県 小林市 小林市立永久津小学校 制作団体： 有限会社劇団ドリームカンパニー

17公演 2019年6月18日 火 鹿児島県 霧島市 霧島市立日当山中学校 公演団体： 有限会社劇団ドリームカンパニー

2019年6月19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 公演演目：

2019年6月20日 木 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市立隈之城小学校

2019年6月21日 金 鹿児島県 阿久根市 阿久根市立脇本小学校 ブロック： J

2019年6月24日 月 沖縄県 沖縄市 沖縄市立諸見小学校

2019年6月25日 火 沖縄県 沖縄市 沖縄市立島袋小学校

2019年6月28日 金 沖縄県 竹富町 竹富町立上原小学校

2019年9月30日 月 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立坂元中学校

2019年10月1日 火 鹿児島県
曽於市大隅町月

野
曽於市立月野小学校

2019年10月2日 水 宮崎県 西都市 西都市立三納小中学校

2019年10月3日 木 宮崎県 都城市 都城市立山田小学校

2019年10月4日 金 宮崎県 宮崎市 宮崎市立高岡小学校

2019年10月7日 月 大分県 中津市 中津市立上津小学校

2019年10月8日 火 大分県 宇佐市 宇佐市立長峰小学校

2019年10月9日 水 大分県 宇佐市 宇佐市立四日市南小学校

2019年10月10日 木 大分県 日田市 日田市立石井小学校

演目： 学校ウサギをつかまえろ
原作： 岡田淳
脚本/演出： 田辺剛

ミュージカル『ハロー、天使です！』
原作：德満 亮一  脚本：德満 亮一 演出：德満 亮一

“後宮からの逃走”より偉大な太守を讃えて歌え
●小学校…童謡メドレーいつの日か（しゃぼん玉〜七つの子〜夕焼け小
焼け～証城寺の狸囃子〜みかんの花咲く丘〜どんぐりころころ〜赤とん
ぼ）
●中学校…唱歌メドレーふるさとの四季（故郷〜春の小川〜朧月夜〜鯉
のぼり〜茶摘み〜夏は来ぬ〜われは海の子〜村祭〜紅葉〜冬景色〜雪
〜故郷）
トランペット吹きの休日・ソーラン節・ほたるこい
【地域の歌】
【合唱曲】小学校…飛行船／勇気１００％ 中学校…タイムトラベル／ジュ
ピター
猫の二重唱・乾杯の歌（椿姫）／ハバネラ／闘牛士の歌（カルメン）／乾杯
（こうもり）
【校歌】
すべての山に登れ

J.S.バッハ：シンフォニア ニ長調 BWV1045
J.S.バッハ：G線上のアリア 他

【小学生向けプログラム】
ビゼー／歌劇「カルメン」より 前奏曲
マスカーニ／歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 間奏曲 他

【中学生向けプログラム】
ヨハン・シュトラウスⅡ世／ワルツ「春の声」
ブラームス／「ハンガリー舞曲 第５番」 他



令和元年度 文化芸術による子供育成総合事業-巡回公演事業-実施計画表
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実施予定校 制作団体・公演団体・公演演目・巡回ブロック

種目
公演数

本公演実施日 都道府県・
政令指定

都市
市区町村名

バレエ 2019年6月4日 火 宮崎県 日南市 日南市立吾田中学校 制作団体： 一般社団法人貞松・浜田バレエ団

6公演 2019年6月5日 水 鹿児島県 志布志市 志布志市立志布志小学校 公演団体： 一般社団法人貞松・浜田バレエ団

2019年6月6日 木 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立広木小学校 公演演目：

2019年6月7日 金 鹿児島県 南さつま市 南さつま市立坊津学園

2019年6月11日 火 沖縄県 那覇市 那覇市立城西小学校

2019年6月12日 水 沖縄県 宜野湾市 宜野湾市立大謝名小学校

ブロック： J

歌舞伎・能楽 2019年10月29日 火 鹿児島県 志布志市 志布志市立潤ケ野小学校 制作団体： 公益財団法人山本能楽堂

10公演 2019年10月30日 水 宮崎県 都城市 都城市立南小学校 公演団体： 公益財団法人山本能楽堂

2019年10月31日 木 鹿児島県 霧島市 霧島市立霧島中学校 公演演目：

2019年11月19日 火 鹿児島県 大和村 大和村立大和中学校

2019年11月20日 水 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立吉田南中学校 ブロック： J

2019年11月21日 木 鹿児島県 指宿市 指宿市立利永小学校

2019年12月10日 火 宮崎県 延岡市 延岡市立上南方小中学校

2019年12月11日 水 宮崎県 延岡市 延岡市立恒富小学校

2019年12月12日 木 大分県 大分市 大分市立上野ヶ丘中学校

2019年12月13日 金 宮崎県 延岡市 延岡市立南浦中学校

邦楽 2019年6月26日 水 大分県 豊後高田市 豊後高田市立真玉中学校 制作団体： 一般社団法人太鼓と芝居のたまっ子座

7公演 2019年6月27日 木 大分県 別府市 別府市立石垣小学校 公演団体： 太鼓と芝居のたまっ子座

2019年6月28日 金 大分県 杵築市 杵築市立護江小学校 公演演目：

2019年11月8日 金 宮崎県 高千穂町 高千穂町立高千穂中学校

2019年11月12日 火 鹿児島県 中種子町 中種子町立野間小学校 ブロック： J

2019年11月13日 水 鹿児島県 西之表市 西之表市立下西小学校

2019年11月14日 木 鹿児島県 西之表市 西之表市立住吉小学校

演芸 2019年11月21日 木 鹿児島県 屋久島町 屋久島町立八幡小学校 制作団体： 有限会社三栄企画

10公演 2019年11月22日 金 鹿児島県 屋久島町 屋久島町立神山小学校 公演団体： 話芸の三きょうだい～落語・講談・浪曲の世界～

2019年11月25日 月 大分県 由布市 由布市立西庄内小学校 公演演目：

2019年11月26日 火 大分県 竹田市 竹田市立城原小学校

2019年11月27日 水 大分県 佐伯市 佐伯市立宇目緑豊小学校 ブロック： J

2019年11月28日 木 宮崎県 西都市 西都市立妻南小学校

2019年11月29日 金 宮崎県 宮崎市 宮崎県立赤江まつばら支援学校

2019年12月2日 月 鹿児島県 長島町 長島町立蔵之元小学校

2019年12月3日 火 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立鴨池小学校

2019年12月4日 水 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立武岡中学校

児童劇 2019年6月12日 水 鹿児島県 出水市 出水市立上場小学校 制作団体： [Ｃ区分]企業組合劇団風の子九州

27公演 2019年6月24日 月 宮崎県 都城市 都城市立富吉小学校 公演団体： [Ｃ区分]劇団風の子九州

2019年6月25日 火 宮崎県 延岡市 延岡市立黒岩小中学校 公演演目：

うちJブロック 2019年6月26日 水 宮崎県 延岡市 延岡市立方財小学校

10公演 2019年7月1日 月 宮崎県 椎葉村 椎葉村立椎葉小学校 ブロック： J

2019年11月5日 火 大分県 豊後高田市 豊後高田市立香々地小学校

2019年11月6日 水 大分県 宇佐市 宇佐市立津房小学校

2019年11月25日 月 鹿児島県 和泊町 和泊町立国頭小学校

2019年11月27日 水 大分県 宇佐市 宇佐市立佐田小学校

2019年12月10日 火 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市立高須小学校

やだ､やだ あっかんべー！
作・演出 / あさのゆみこ

＊小学校用 《プログラム》
〔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
〔３〕バレエ小品集（仲良し、イワン兄弟、スパニッシュ等）/チャイコフスキー
曲他〔４〕動物のカーニバル/サン・サーンス曲〔５〕白鳥の湖ハイライト（２
幕・４幕の湖の場より）/チャイコフスキー曲〔６〕日本のバレエ『祭』/中村茂
隆選曲

＊中学校用 《プログラム》〔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〔３〕バレエ小品
集（イワン兄弟、スパニッシュ等）/チャイコフスキー曲他〔４〕セイラーズ・セ
イリング/Ｊ／バーンズ他〔５〕白鳥の湖ハイライト（２幕・４幕の湖の場より）/
チャイコフスキー曲〔６〕日本のバレエ『祭』/中村茂隆選曲

能「羽衣」/作者不明 素材・「丹後風土記」などの羽衣伝説
狂言「柿山伏」

和太鼓ライブ「いちにのドン」
太鼓曲： 「虫追い豊年太鼓」「月夜のカエル」他

落語／ 「道具屋」 または 「動物園」
講談／ 「大名茶会」 または 「山内一豊」
浪曲／ 「稲むらの火」 または 「吉岡先生教壇に生く」


