
令和元年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業） 実施校一覧

大項目 中項目 第1回 第2回 第3回

1 北海道 富良野市立樹海小学校 久保隆徳 演劇 現代劇 10月22日(火) 10月29日(火) 11月5日(火)

2 北海道 北海道稚内養護学校 真貝裕司 音楽 その他 8月26日(月) - -

3 北海道 遠軽町立遠軽中学校 谷藤彌 伝統芸能 その他 6月28日(金) 7月19日(金) 9月13日(金)

4 北海道 島牧村立島牧小学校 宗像佳代 演劇 その他 8月26日(月) - -

5 北海道 平取町立振内小学校 宗像佳代 演劇 その他 8月23日(金) - -

6 北海道 厚岸町立太田小学校 上田仁 音楽 管楽器 9月11日(水) - -

7 北海道 鶴居村立鶴居小学校 上田仁 音楽 管楽器 9月12日(木) - -

8 北海道 岩見沢市立北村小学校 水谷明子 音楽 その他 8月23日(金) - -

9 北海道 洞爺湖町立洞爺中学校 清水友陽 演劇 現代劇 9月5日(木) 9月6日(金) 9月13日(金)

10 北海道 洞爺湖町立とうや小学校 清水友陽 演劇 現代劇 10月7日(月) 10月15日(火) 10月18日(金)

11 北海道 占冠村立占冠中央小学校 野田香里 メディア芸術 映画 11月14日(木) 11月15日(金) 11月29日(金)

12 北海道 利尻町立利尻中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月10日(月) - -

13 北海道 釧路町立知方学小学校 白佐武史 音楽 弦楽器 10月23日(水) - -

14 北海道 稚内市立宗谷中学校 曽根哲夫 音楽 弦楽器 6月11日(火) - -

15 北海道 北見市立若松小学校 山本郁実 音楽 管楽器 6月26日(水) - -

16 北海道 標津町立川北中学校 外山久美子 美術 その他 9月5日(木) 9月12日(木) 9月19日(木)

17 北海道 標津町立標津小学校 外山久美子 美術 その他 10月17日(木) 10月24日(木) 10月31日(木)

18 北海道 北海道今金高等養護学校 山沖木綿子 演劇 その他 10月23日(水) - -

19 北海道 稚内市立天北小中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月12日(水) - -

20 北海道 北海道大樹高等学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月19日(水) - -

21 北海道 大樹町立大樹中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月18日(火) - -

22 北海道 大樹町立大樹小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月17日(月) - -

23 北海道 弟子屈町立川湯小学校 白佐武史 音楽 弦楽器 6月24日(月) - -

24 北海道 北海道拓北養護学校
ヴィンチェンソ・ディバスク

アーレ
音楽 弦楽器 6月6日(木) - -

25 北海道 北海道札幌伏見支援学校 村場辰彦 伝統芸能 和太鼓 8月27日(火) - -

26 北海道 小樽市立北陵中学校 菊地潤子 伝統芸能 箏 12月6日(金) - -

実施分野 実施日
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27 北海道 登別市立幌別小学校 宗像佳代 演劇 その他 9月2日(月) 9月3日(火) -

28 北海道 伊達市立長和小学校 宗像佳代 演劇 その他 8月27日(火) - -

29 北海道 伊達市立伊達西小学校 宗像佳代 演劇 その他 8月22日(木) - -

30 北海道 北海道函館五稜郭支援学校 山本郁美 音楽 管楽器 7月10日(水) - -

31 北海道 北海道旭川養護学校 藤田雅 音楽 ピアノ 12月18日(水) - -

32 北海道 富良野市立樹海中学校 久保隆徳 演劇 現代劇 8月27日(火) 8月30日(金) 9月4日(水)

33 北海道 網走市立西が丘小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 10月2日(水) 10月3日(木) -

34 北海道 富良野市立麓郷中学校 納谷千絵 演劇 現代劇 8月30日(金) 9月4日(水) 9月13日(金)

35 北海道 深川市立多度志小学校 塚越慎子 音楽
パーカッ
ション

7月10日(水) - -

36 北海道 小樽市立桜町中学校 菊地潤子 伝統芸能 箏 12月4日(水) - -

37 北海道 小樽市立望洋台中学校 菊地潤子 伝統芸能 箏 11月25日(月) - -

38 北海道 小樽市立潮見台中学校 菊地潤子 伝統芸能 箏 12月17日(火) - -

39 北海道 函館市立上湯川小学校 佐藤嘉則 音楽 弦楽器 9月12日(木) - -

40 北海道 函館市立鍛神小学校 佐藤嘉則 音楽 弦楽器 9月13日(金) - -

41 北海道 函館市立あさひ小学校 佐藤嘉則 音楽 弦楽器 8月29日(木) - -

42 北海道 北海道函館五稜郭支援学校 上野愛美 音楽 その他 11月19日(火) - -

43 北海道 富良野市立布部小中学校 東誠一郎 演劇 現代劇 8月28日(水) 9月4日(水) 9月11日(水)

44 北海道 稚内市立稚内中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月13日(木) - -

45 北海道 稚内市立稚内南中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月14日(金) - -

47 北海道 網走市立東小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 9月24日(火) 9月27日(金) -

48 北海道 本別町立本別中央小学校 植村敬子 演劇 現代劇 6月28日(金) 7月19日(金) -

49 北海道 北海道白糠養護学校 上田仁 音楽 管楽器 9月10日(火) - -

50 北海道 北星学園女子中学高等学校 清水友陽 演劇 現代劇 6月24日(月) 7月9日(火) 7月11日(木)

51 北海道 小樽市立銭函中学校 菊地潤子 伝統芸能 箏 11月6日(水) 11月7日(木) -

52 北海道 函館市立中央小学校 宗像佳代 演劇 その他 8月30日(金) - -

53 北海道 函館市立湯川小学校 宗像佳代 演劇 その他 11月11日(月) 11月12日(火) -
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54 北海道 函館市立中島小学校 佐藤嘉則 音楽 弦楽器 8月28日(水) - -

55 北海道 岩見沢市立メープル小学校 井尻兼人 音楽 その他 9月4日(水) - -

56 北海道 岩見沢市立中央小学校 井尻兼人 音楽 その他 9月4日(水) 9月5日(木) 9月6日(金)

57 北海道 岩見沢市立栗沢小学校 小林玄人 音楽 その他 9月9日(月) 9月10日(火) -

58 北海道 江差町立江差小学校 浅沼春義 伝統芸能 その他 11月26日(火) 12月3日(火) 12月10日(火)

59 北海道 江差町立南が丘小学校 菊地勲 伝統芸能 その他 7月2日(火) 7月9日(火) 7月16日(火)

60 北海道 江差町立江差北小学校 杉山由夫 伝統芸能 その他 11月12日(火) 11月26日(火) 12月10日(火)

61 北海道 江差町立江差中学校 浅沼和子 伝統芸能 その他 8月23日(金) 8月29日(木) 9月4日(水)

62 北海道 江差町立江差北中学校 淡路絵里佳 伝統芸能 その他 11月19日(火) 11月26日(火) 12月3日(火)

63 北海道 釧路市立新陽小学校 白佐武史 音楽 弦楽器 10月23日(水) - -

64 北海道 釧路市立城山小学校 白佐武史 音楽 弦楽器 10月24日(木) - -

65 北海道 釧路市立鳥取西中学校 白佐武史 音楽 弦楽器 6月21日(金) - -

66 北海道 釧路市立共栄中学校 白佐武史 音楽 弦楽器 6月20日(木) - -

67 北海道 小樽市立朝里中学校 菊地潤子 伝統芸能 箏 12月10日(火) 12月11日(水) -

68 北海道 北海道札幌厚別高等学校 納谷真大 演劇 現代劇 9月14日(土) 9月15日(日) 9月16日(月)

69 北海道 北海道札幌琴似工業高等学校定時制 磯貝圭子 演劇 現代劇 6月8日(土) 6月15日(土) 6月29日(土)

70 北海道 小樽市立山の手小学校 遠藤友紀雄 伝統芸能 能楽 6月28日(金) 7月10日(水) 7月19日(金)

71 北海道 小樽市立潮見台小学校 遠藤友紀雄 伝統芸能 能楽 6月26日(水) - -

72 北海道 小樽市立松ヶ枝中学校 菊地潤子 伝統芸能 箏 11月21日(木) - -

73 北海道 富良野市立東小学校 松本りき 演劇 現代劇 8月29日(木) 9月5日(木) 9月12日(木)

74 北海道 富良野市立富良野小学校 太田竜介 演劇 現代劇 8月22日(木) 8月29日(木) 9月5日(木)

75 北海道 中富良野町立中富良野中学校 大山茂樹 演劇 現代劇 9月3日(火) 9月10日(火) 9月17日(火)

76 北海道 富良野市立扇山小学校 久保隆徳 演劇 現代劇 9月4日(水) 9月11日(水) 10月2日(水)

77 北海道 深川市立納内小学校 塚越慎子 音楽
パーカッ
ション

7月9日(火) - -

78 北海道 深川市立一已小学校 江崎浩司 音楽 その他 9月19日(木) - -

79 北海道 深川市立一已中学校①（江崎） 江崎浩司 音楽 その他 9月19日(木) - -
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80 北海道 深川市立深川小学校①（江崎） 江崎浩司 音楽 その他 9月20日(金) - -

81 北海道 深川市立北新小学校 益田正洋 音楽 弦楽器 10月31日(木) - -

82 北海道 深川市立深川中学校①（益田） 益田正洋 音楽 弦楽器 10月31日(木) - -

83 北海道 深川市立音江小学校 益田正洋 音楽 弦楽器 11月1日(金) - -

84 北海道 洞爺湖町立虻田小学校 宗像佳代 演劇 その他 9月9日(月) 9月10日(火) -

85 北海道 北海道千歳高等学校 高梨裕久 音楽 管楽器 7月29日(月) 7月30日(火) 7月31日(水)

86 北海道 北海道苫小牧西高等学校 今井敏勝 音楽 管楽器 6月15日(金) 6月29日(土) 8月18日(日)

87 北海道 深川市立一已中学校②（塚越） 塚越慎子 音楽
パーカッ
ション

7月8日(月) - -

88 北海道 深川市立深川小学校②（塚越） 塚越慎子 音楽
パーカッ
ション

7月9日(火) - -

89 北海道 深川市立深川中学校②（塚越） 塚越慎子 音楽
パーカッ
ション

7月10日(水) - -

90 北海道 北見市立 端野小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 10月1日(火) 10月4日(金) -

91 北海道 網走市立潮見小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 9月24日(火) 9月26日(木) -

92 北海道 網走市立網走小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 9月24日(火) 9月25日(水) -

93 北海道 網走市立南小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 9月25日(水) 9月26日(木) -

94 北海道 網走市立中央小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 10月1日(火) 10月2日(水) -

95 北海道 網走市立西小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 10月3日(木) 10月4日(金) -
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1 青森県 青森市立浪館小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 11月12日(火) 11月13日(水) -

1 青森県 青森市立横内小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 11月11日(月) - -

1 青森県 つがる市立柏中学校 牧瀬顕利 音楽 その他 11月12日(火) - -

4 青森県 十和田市立南小学校 小川正毅 音楽 管楽器 6月25日(火) 6月26日(水) 6月27日(木)

5 青森県 八戸市立城北小学校 佐藤嘉則 音楽 弦楽器 7月12日(金) - -

6 青森県 青森市立高田小学校 室谷昭廣 伝統芸能 その他 10月22日(火) 10月29日(火) 11月5日(火)

7 青森県 南部町立杉沢小学校 坂本久紀 伝統芸能 その他 12月5日(木) 12月17日(火) -

8 青森県 青森県立八戸東高等学校 中屋敷法仁 演劇 現代劇 12月3日(火) 12月4日(水) -
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1 岩手県 久慈市立小久慈小学校 田村葉子 音楽 その他 6月5日(水) - -

2 岩手県 久慈市立夏井中学校 田村葉子 音楽 その他 9月30日(月) - -

3 岩手県 久慈市立久慈小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 7月17日(水) 7月18日(木) -

4 岩手県 久慈市立山形小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 9月17日(火) 9月18日(水) -

5 岩手県 久慈市立霜畑小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 9月17日(火) - -

6 岩手県 釜石市立釜石中学校 鈴木絹子 伝統芸能 三味線 6月6日(木) 6月20日(木) -

7 岩手県 釜石市立釜石中学校 瓦田周 伝統芸能 箏 8月26日(月) - -

8 岩手県 釜石市立釜石東中学校 鈴木絹子 伝統芸能 三味線 7月11日(木) - -

9 岩手県 釜石市立釜石東中学校 瓦田周 伝統芸能 箏 8月27日(火) - -

10 岩手県 釜石市立甲子中学校 瓦田周 伝統芸能 箏 8月29日(木) - -

11 岩手県 一戸町立鳥海小学校 中川賢一 音楽 ピアノ 7月3日(水) - -

12 岩手県 一戸町立小鳥谷小学校 中川賢一 音楽 ピアノ 7月4日(木) - -

13 岩手県 一戸町立奥中山小学校 中川賢一 音楽 ピアノ 7月5日(金) - -

14 岩手県 一戸町立一戸小学校 中川賢一 音楽 ピアノ 7月3日(水) - -

15 岩手県 一戸町立一戸南小学校 中川賢一 音楽 ピアノ 7月4日(木) - -

16 岩手県 大船渡市立第一中学校 辻井淳 音楽 弦楽器 9月9日(月) - -

24 岩手県 岩手大学教育学部附属中学校 神堀美紗 音楽 弦楽器 7月9日(火) - -

25 岩手県 一関市立厳美中学校 小川正毅 音楽 管楽器 6月7日(金) - -

26 岩手県 遠野市立遠野西中学校 辻井淳 音楽 弦楽器 9月3日(火) - -

27 岩手県 遠野市立上郷小学校 辻井淳 音楽 弦楽器 9月4日(水) - -

28 岩手県 遠野市立遠野北小学校 辻井淳 音楽 弦楽器 9月5日(木) - -
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1 宮城県 宮城県白石高等学校七ヶ宿校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

9月5日(木) - -

2 宮城県 宮城県立支援学校小牛田高等学園 佐藤三昭 伝統芸能 和太鼓 7月10日(水) 9月5日(木) 9月17日(火)

3 宮城県 宮城県田尻さくら高等学校 野尻小矢佳 音楽
パーカッ
ション

10月3日(木) - -

4 宮城県 宮城県東松島高等学校 公家義徳 演劇 現代劇 7月23日(火) 7月24日(水) 7月25日(木)

5 宮城県 聖和学園高等学校 安田雅弘 演劇 現代劇 7月13日(土) 7月14日(日) 7月15日(月)

6 宮城県 西山学院高等学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 9月17日(火) 9月18日(水) 9月19日(木)

7 宮城県 宮城県田尻さくら高等学校 山本江里子 大衆芸能 その他 7月18日(木) - -

8 宮城県 宮城県田尻さくら高等学校 高山広 演劇 その他 12月5日(木) - -

9 宮城県 加美町立宮崎中学校 高橋奏枝 音楽 ピアノ 7月10日(水) - -

10 宮城県 塩竈市立浦戸小学校 熊谷盛 演劇 現代劇 9月6日(金) 9月26日(木) 10月11日(金)

11 宮城県 石巻市立荻浜中学校 尾田大幸 音楽 弦楽器 11月5日(火) - -

12 宮城県 塩竈市立玉川中学校 建部恭子 美術 書 12月6日(金) 12月13日(金) 12月20日(金)

13 宮城県 大衡村立大衡小学校 小川正毅 音楽 管楽器 11月5日(火) 11月6日(水) -

14 宮城県 岩沼市立岩沼小学校 兼田怜奈 音楽 声楽 12月16日(月) 12月17日(火) 12月18日(水)

15 宮城県 岩沼市立岩沼南小学校 兼田怜奈 音楽 声楽 12月16日(月) 12月17日(火) 12月18日(水)

16 宮城県 山元町立山下第二小学校 前川光世 音楽 その他 11月15日(金) - -

17 宮城県 涌谷町立箟岳白山小学校 阿部清彦 大衆芸能 落語 10月25日(金) - -

18 宮城県 大崎市立敷玉小学校 佐藤三昭 伝統芸能 和太鼓 6月4日(火) 7月2日(火) 9月24日(火)

19 宮城県 角田市立枝野小学校 荒川喜美枝 伝統芸能 和太鼓 9月24日(火) 10月4日(金) 12月17日(火)

20 宮城県 石巻市立須江小学校 茂木寿哉 美術 その他 6月25日(火) 9月13日(金) 11月1日(金)

21 宮城県 大崎市立大貫小学校 安田登 伝統芸能 能楽 6月3日(月) - -



令和元年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業） 実施校一覧

大項目 中項目 第1回 第2回 第3回

実施分野 実施日

講師氏名番号
都道府県・
政令指定都

市
実施希望校

1 秋田県 能代市立渟城西小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月3日(月) - -

2 秋田県 能代市立能代第一中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月4日(火) - -

3 秋田県 八峰町立峰浜小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月6日(木) - -

4 秋田県 八峰町立八森小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月7日(金) - -

5 秋田県 秋田市立寺内小学校 齋藤琴美 音楽 声楽 10月1日(火) 10月15日(火) 10月23日(水)

6 秋田県 大館市有浦小学校 藤平昌寿 音楽 その他 6月27日(木) 7月11日(木) 8月28日(水)

7 秋田県 鹿角市立花輪北小学校 三宅伸哉 音楽 その他 9月12日(木) 9月13日(金) -

8 秋田県 鹿角市立平元小学校 三宅伸哉 音楽 その他 9月12日(木) - -

9 秋田県 大仙市立花館小学校 三宅伸哉 音楽 その他 9月13日(金) - -

10 秋田県 能代市立第四小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月11日(月) 11月12日(火) -

11 秋田県 三種町立琴丘小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月13日(水) - -

12 秋田県 三種町立金岡小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月14日(木) - -

13 秋田県 三種町立下岩川小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月15日(金) - -

14 秋田県 能代市立東雲中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 10月15日(火) 10月18日(金) -

15 秋田県 能代市立能代第二中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 10月16日(水) 10月17日(木) -

16 秋田県 能代市立向能代小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 9月18日(水) 9月19日(木) -

17 秋田県 横手市立十文字中学校 齋藤和美 演劇 現代劇 9月27日(金) 10月1日(火) 10月3日(木)

18 秋田県 由利本荘市立矢島中学校 工藤貴美子 生活文化 茶道 11月7日(木) 11月14日(木) 11月21日(木)

19 秋田県 秋田市立太平小学校 田口召平 美術 その他 7月5日(金) 7月12日(金) -
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1 山形県 山形県立鶴岡南高等学校山添校 遠藤重和 伝統芸能 能楽 7月4日(木) 10月1日(火) 10月17日(木)

2 山形県 米沢市立関小学校 齋藤有希 舞踊 身体表現 9月25日(水) 10月16日(水) 10月30日(水)

3 山形県 最上町立富沢小学校 髙嶋敏美 音楽 弦楽器 10月25日(金) - -

4 山形県 尾花沢市立常磐小学校 髙嶋敏美 音楽 弦楽器 6月12日(水) - -

5 山形県 山形市立第十中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 8月11日(日) 8月12日(月) 8月13日(火)
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1 福島県 福島県立聴覚支援学校平校 簗瀬恵子 演劇 人形劇 12月3日(火) - -

2 福島県 三春町立中郷小学校 長谷川朝子 演劇 ミュージカル 9月2日(月) 9月18日(水) 10月10日(木)

3 福島県 新地町立駒ヶ嶺小学校 長谷川朝子 音楽 弦楽器 7月4日(木) - -

4 福島県 下郷町立楢原小学校 長谷川朝子 音楽 その他 11月19日(火) 11月20日(水) -

5 福島県 喜多方市立第三小学校 山田棟司 演劇 その他 10月12日(土) - -

6 福島県 いわき市立久之浜第二小学校 児玉孝文 舞踊 その他 6月18日(火) 9月25日(水) 10月16日(水)

7 福島県 福島県いわき市立中央台北小学校 児玉孝文 舞踊 その他 6月19日(水) 9月26日(木) 10月17日(木)

8 福島県 南相馬市立鹿島中学校 佐藤寛泰 伝統芸能 能楽 9月9日(月) 9月10日(火) -

9 福島県 南相馬市立上真野小学校 佐藤寛泰 伝統芸能 能楽 9月9日(月) 9月10日(火) -

10 福島県 福島県立橘高等学校 佐藤匠 音楽 管楽器 6月16日(日) 7月12日(金) 10月19日(土)

11 福島県 福島大学附属中学校 野々下孝 演劇 現代劇 11月30日(土) - -

12 福島県 いわき市立汐見が丘小学校 長谷川朝子 音楽 その他 11月7日(木) - -

13 福島県 いわき市立小川中学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月9日(日) 6月29日(土) 10月2日(水)

14 福島県 いわき市立川部小学校 長谷川朝子 音楽 その他 10月4日(金) - -

15 福島県 会津若松市立謹教小学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月22日(土) 7月14日(日) 9月26日(木)

16 福島県 大沼郡金山町立金山中学校 長谷川朝子 音楽 声楽 7月25日(木) 7月30日(火) 8月5日(月)

17 福島県 桑折町立睦合小学校 長谷川朝子 音楽 その他 11月6日(水) - -

18 福島県 郡山市立安積中学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月5日(水) 6月21日(金) 7月5日(金)

19 福島県 郡山市立日和田小学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月16日(日) 7月24日(水) 8月1日(木)

20 福島県 郡山市立芳賀小学校 長谷川弘樹 音楽 その他 7月25日(木) 8月22日(木) 9月6日(金)

21 福島県 須賀川市立柏城小学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 9月9日(月) 9月10日(火) 9月11日(水)

22 福島県 須賀川市立阿武隈小学校 井上靖浩 伝統芸能 その他 9月19日(木) - -

23 福島県 相馬市立山上小学校 長谷川弘樹 音楽 その他 7月4日(木) - -

24 福島県 白河市立五箇小学校 長谷川朝子 音楽 その他 9月30日(月) 10月9日(水) 11月28日(木)

25 福島県 白河市立白河第二小学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 7月28日(日) 8月2日(金) 8月9日(金)

26 福島県 福島県立喜多方高等学校 長谷川朝子 音楽 管楽器 6月16日(日) 7月15日(月) 9月29日(日)
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27 福島県 福島県立視覚支援学校 長谷川朝子 音楽 その他 11月6日(水) - -

28 福島県 福島県立保原高等学校定時制 長谷川朝子 音楽 その他 11月13日(水) - -

29 福島県 福島県立西会津高等学校 長谷川朝子 音楽 その他 11月15日(金) - -

30 福島県 福島市立月輪小学校 長谷川朝子 音楽 その他 6月6日(木) - -

31 福島県 川内村立川内小学校 長谷川朝子 音楽 その他 6月27日(木) - -

32 福島県 郡山市立金透小学校 長谷川弘樹 音楽 その他 7月25日(木) 8月18日(日) 9月12日(木)

33 福島県 県立いわき総合高等学校 渡辺直子 演劇 現代劇 6月5日(水) 6月12日(水) 6月19日(水)

34 福島県 福島市立信夫中学校 長谷川朝子 音楽 声楽 6月7日(金) 7月31日(水) 8月7日(水)

35 福島県 いわき市立四倉小学校 河野悟 演劇 現代劇 6月5日(水) 6月6日(木) 6月7日(金)

36 福島県 福島県立西郷支援学校 坂本 真理 音楽
パーカッ
ション

11月7日(木)

37 福島県 塙町立塙中学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月14日(金) 6月15日(土) 7月22日(月)

38 福島県 会津坂下町立坂下南小学校 長谷川弘樹 音楽 その他 7月13日(土) 7月20日(土) 7月27日(土)

39 福島県 会津若松市立一箕中学校 長谷川朝子 音楽 その他 6月5日(水) 7月29日(月) 8月20日(火)

40 福島県 会津若松市立湊中学校 長谷川朝子 音楽 声楽 6月10日(月) 7月1日(月) 7月31日(水)

41 福島県 矢吹町立矢吹小学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 9月7日(土) 10月24日(木) 10月26日(土)

42 福島県 三春町立三春小学校 長谷川弘樹 音楽 弦楽器 6月23日(日) 8月1日(木) 8月8日(木)

43 福島県 西郷村立小田倉小学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月15日(土) 9月21日(土) 9月28日(土)

44 福島県 福島県立大沼高等学校 北村耕治 演劇 現代劇 11月5日(火) 11月6日(水) 11月7日(木)

45 福島県 棚倉町立棚倉小学校 長谷川弘樹 音楽 その他 6月24日(月) 8月8日(木) 8月10日(土)

46 福島県 福島県立白河高等学校 長谷川弘樹 音楽 その他 6月8日(土) 7月7日(日) 10月26日(土)

47 福島県 福島市立清水中学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 9月1日(日) 11月2日(土) 11月23日(土)

48 福島県 福島市立蓬莱中学校 長谷川弘樹 音楽 弦楽器 6月30日(日) 8月19日(月) 9月4日(水)

49 福島県 本宮市立白岩小学校 長谷川弘樹 音楽 その他 7月23日(火) 8月19日(月) 9月4日(水)

50 福島県 福島市立蓬莱小学校 長谷川朝子 音楽 その他 11月21日(木) - -

51 福島県 会津美里町立高田小学校 長谷川朝子 音楽 声楽 7月25日(木) 7月29日(月) 8月6日(火)

52 福島県 石川町立沢田小学校 梅津千恵子 音楽
パーカッ
ション

6月26日(水) - -
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53 福島県 会津坂下町立坂下東小学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月22日(土) 7月13日(土) 8月7日(水)

54 福島県 会津若松市立荒舘小学校 長谷川朝子 音楽 声楽 7月24日(水) 7月30日(火) 8月5日(月)

55 福島県 会津若松市立城南小学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月23日(日) 8月21日(水) 9月13日(金)

56 福島県 郡山市立芳山小学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月8日(土) 7月20日(土) 9月3日(火)

57 福島県 須賀川市立第一中学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月7日(金) 6月28日(金) 11月17日(日)

58 福島県 福島県立保原高等学校 長谷川朝子 音楽 管楽器 6月8日(土) 6月22日(土) 10月5日(土)

59 福島県 福島市立渡利中学校 長谷川朝子 音楽 管楽器 6月8日(土) 6月22日(土) 6月30日(日)

60 福島県 福島県立塙工業高等学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 7月6日(土) 11月1日(金) -

61 福島県 福島市立信陵中学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月4日(火) 7月21日(日) 11月23日(土)

62 福島県 福島市立福島第二中学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月16日(日) 6月30日(日) 7月21日(日)

63 福島県 矢吹町立善郷小学校 長谷川弘樹 音楽 管楽器 6月9日(日) 6月29日(土) 8月31日(土)

64 福島県 郡山市立御舘中学校 山崎建夫 伝統芸能 三味線 9月4日(水) 9月11日(水) 10月2日(水)

65 福島県 田村市立船引小学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 9月17日(火) 9月24日(火) 10月1日(火)

66 福島県 会津若松市立湊小学校 武藤セツ子 美術 洋画 9月3日(火) 9月4日(水) -
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1 茨城県 茨城県立太田西山高等学校 西垣耕造 演劇 その他 9月17日(火) - -

2 茨城県 大子町立袋田小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月21日(木) - -

3 茨城県 大子町立生瀬小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月6日(水) - -

4 茨城県 結城市立城南小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月30日(水) - -

5 茨城県  かすみがうら市立上佐谷小学校 梅津勝明 演劇 人形劇 11月5日(火) - -

6 茨城県 阿見町立阿見第一小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月10日(火) - -

7 茨城県 小美玉市立竹原小学校 小川正毅 音楽 管楽器 12月17日(火) 12月18日(水) -

8 茨城県 利根町立文間小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月29日(金) - -

9 茨城県 城里町立石塚小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月18日(月) 11月19日(火) 11月20日(水)

10 茨城県 城里町立桂小学校 小川正樹 音楽 管楽器 11月11日(月) 11月12日(火) -

11 茨城県 常陸大宮市立大賀小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月13日(木) - -

12 茨城県 常陸大宮市立山方南小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月22日(金) - -

13 茨城県 石岡市立葦穂小学校 保戸田かさね 音楽
パーカッ
ション

10月24日(木) - -

14 茨城県 つくば市立茎崎中学校 田口邦生 音楽 その他 11月19日(火) - -

15 茨城県 坂東市立東中学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月9日(日) 6月16日(日) 6月23日(日)

16 茨城県 守谷市立愛宕中学校 小川浩 美術 洋画 7月29日(月) 7月31日(水) 8月2日(金)

17 茨城県 古河市立上辺見小学校 井尻兼人 音楽 その他 10月25日(金) 10月26日(土) 11月25日(月)

18 茨城県 笠間市立岩間第三小学校 丹家倫子 音楽 その他 10月4日(金) - -

19 茨城県 常総市立五箇小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月16日(水) - -

20 茨城県 日立市立水木小学校 長山善洋 音楽 その他 7月2日(火) 7月4日(木) 7月5日(金)

21 茨城県 日立市立大みか小学校 長山善洋 音楽 その他 7月2日(火) 7月4日(木) 7月5日(金)

22 茨城県 日立市立中里小学校 長山善洋 音楽 その他 6月19日(水) - -

23 茨城県 日立市立諏訪小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月2日(土) - -

24 茨城県 茨城県立勝田特別支援学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月10日(月) 7月4日(木) 12月5日(木)

25 茨城県 水戸市立河和田小学校 前川光世 音楽 その他 10月10日(木) 10月11日(金) -

26 茨城県 水戸市立双葉台小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月25日(火) 6月26日(水) 6月27日(木)
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27 茨城県 水戸市立五軒小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 10月17日(木) - -

28 茨城県 大子町立だいご小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月6日(水) 11月21日(木) -

29 茨城県 結城市立江川南小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

7月29日(月) 10月3日(木) 11月3日(日)

30 茨城県 行方市立麻生小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 10月9日(水) - -

31 茨城県 茨城大学教育学部附属特別支援学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 12月6日(金) 12月12日(木) 12月13日(金)

32 茨城県 桜川市立岩瀬小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月1日(金) - -

33 茨城県 神栖市立波崎第三中学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

7月17日(水) 8月3日(土) 12月7日(土)

34 茨城県 茨城県立波崎高等学校 林成彦 演劇 現代劇 6月3日(月) 6月10日(月) 6月17日(月)

35 茨城県 茨城県立盲学校 福原理恵 音楽 声楽 10月23日(水) - -

36 茨城県 下妻市立豊加美小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月14日(木) - -

37 茨城県 下妻市立宗道小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月18日(金) - -

38 茨城県 坂東市立生子菅小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

7月5日(金) 7月16日(火) -

39 茨城県 稲敷市立沼里小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月5日(木) - -

40 茨城県 守谷市立高野小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月27日(水) - -

41 茨城県 龍ケ崎市立松葉小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月21日(木) - -

42 茨城県 龍ケ崎市立久保台小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月11日(金) - -

43 茨城県 古河市立古河第七小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月18日(水) - -

44 茨城県 常総市立菅生小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月12日(木) - -

45 茨城県 常総市立豊岡小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月4日(水) - -

46 茨城県 境町立境小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月15日(金) - -

47 茨城県 筑西市立古里小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月10日(日) - -

48 茨城県 筑西市立関城東小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月4日(金) 10月17日(木) 11月6日(水)

49 茨城県 ひたちなか市立長堀小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月24日(月) - -

50 茨城県 取手市立桜が丘小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月28日(木) - -

51 茨城県 取手市立藤代南中学校 佐藤悠 美術 その他 6月7日(金) 6月14日(金) 6月21日(金)

52 茨城県 水戸市立妻里小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月20日(木) - -
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53 茨城県 水戸市立鯉淵小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 10月10日(木) 10月11日(金) -

54 茨城県 水戸市立稲荷第二小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月14日(金) - -

55 茨城県 利根町立文小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月26日(土) - -

56 茨城県 鹿嶋市立大同東小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 7月17日(水) - -

57 茨城県 下妻市立東部中学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月11日(水) - -

58 茨城県 龍ケ崎市立馴馬台小学校 松下洋子 伝統芸能 日本舞踊 11月20日(水) - -

59 茨城県 古河市立下辺見小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月26日(水) - -

60 茨城県 古河市立仁連小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月27日(木) - -

61 茨城県 常総市立石下小学校 大河内真由美 演劇 現代劇 10月29日(火) - -

62 茨城県 日立市立日高小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 9月27日(金) 10月2日(水) 10月3日(木)

63 茨城県 筑西市立竹島小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月8日(金) - -

64 茨城県 ひたちなか市立高野小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 7月11日(木) 7月16日(火) -

65 茨城県 ひたちなか市立勝倉小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月28日(金) 7月5日(金) -

66 茨城県 取手市立永山中学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月15日(土) 7月13日(土) 9月14日(土)

67 茨城県 久慈川三育小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月19日(水) - -

68 茨城県 阿見町立君原小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月22日(金) - -

69 茨城県 水戸平成学園高等学校 及川直美 音楽 声楽 11月21日(木) - -

70 茨城県 小美玉市立玉里北小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 12月17日(火) 12月18日(水) 12月19日(木)

71 茨城県 城里町立常北小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 9月17日(火) 9月18日(水) 9月19日(木)

72 茨城県 茨木県立内原特別支援学校 杉浦雅子 音楽
パーカッ
ション

12月10日(火) - -

73 茨城県 美浦村立安中小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月9日(水) - -

74 茨城県 石岡市立瓦会小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 10月31日(木) - -

75 茨城県 茨城県立常陸太田特別支援学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

7月9日(火) 7月10日(水) 7月11日(木)

76 茨城県 大洗町立大洗小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 10月4日(金) - -

77 茨城県 鹿嶋市立鹿島小学校 西畑久美子 音楽 ピアノ 11月7日(木) - -

78 茨城県 茨城県立下妻特別支援学校 杉浦雅子 音楽
パーカッ
ション

12月5日(木) - -
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79 茨城県 坂東市立岩井第二小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月25日(金) - -

80 茨城県 茨城町立大戸小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 9月12日(木) 9月13日(金) -

81 茨城県 茨城県立北茨城特別支援学校 鈴木由美子 舞踊 身体表現 6月20日(木) 7月11日(木) -

82 茨城県 茨城県立北茨城特別支援学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 7月9日(火) - -

83 茨城県 北茨城市立石岡小学校 坂口薫 演劇 その他 6月17日(月) 6月24日(月) 6月25日(火)

84 茨城県 牛久市立奥野小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月20日(水) - -

85 茨城県 牛久市立牛久第二小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

9月6日(金) - -

86 茨城県 潮来市立津知小学校 矢作智子 音楽 弦楽器 6月19日(水) - -

87 茨城県 潮来市立潮来小学校 矢作智子 音楽 弦楽器 10月23日(火) - -

88 茨城県 東海村立白方小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 12月16日(月) 12月20日(金) -

89 茨城県 稲敷市立阿波小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月7日(木) - -

90 茨城県 稲敷市立江戸崎小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 7月10日(水) - -

91 茨城県 守谷市立郷州小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月14日(金) 8月7日(水) 10月20日(日)

92 茨城県 那珂市立芳野小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月25日(月) 11月26日(火) 11月29日(金)

93 茨城県 那珂市立瓜連小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月17日(月) 6月18日(火) 6月19日(水)

94 茨城県 那珂市立横堀小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 10月16日(水) - -

95 茨城県 古河市立駒込小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

9月18日(水) - -

96 茨城県 古河市立下大野小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

7月8日(月) 7月12日(金) 10月23日(水)

97 茨城県 笠間市立友部小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月7日(木) 11月8日(金) -

98 茨城県 笠間市立友部第二小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月3日(月) - -

99 茨城県 常総市立玉小学校 小林和子 音楽 その他 7月1日(月) 10月15日(火) 11月26日(火)

100 茨城県 常総市立大花羽小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月28日(金) - -

101 茨城県 境町立猿島小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月12日(土) - -

102 茨城県 境町立長田小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

9月25日(水) 9月26日(木) 9月27日(金)

103 茨城県 日立市立塙山小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月5日(土) - -

104 茨城県 日立市立東小沢小学校 岡田仁 伝統芸能 和太鼓 9月12日(木) 10月10日(木) 11月7日(木)
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105 茨城県 筑西市立中小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月13日(金) - -

106 茨城県 筑西市立鳥羽小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月9日(土) - -

107 茨城県 筑西市立下館小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月17日(火) - -

108 茨城県 ひたちなか市立堀口小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月6日(木) 6月7日(金) -

109 茨城県 ひたちなか市立田彦小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 7月12日(金) 7月18日(木) -

110 茨城県 ひたちなか市立三反田小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 9月27日(金) 10月2日(水) 10月3日(木)

111 茨城県 取手市立永山小学校 水野紀美子 伝統芸能 箏 12月4日(水) - -

112 茨城県 取手市立取手西小学校 神長登美 美術 書 9月19日(木) 9月20日(金) -

113 茨城県 取手市立久賀小学校 神長登美 美術 書 6月7日(金) 11月15日(金) 11月22日(金)

114 茨城県 水戸市立稲荷第一小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月1日(金) 11月5日(火) -

115 茨城県 水戸市立浜田小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 7月1日(月) 7月2日(火) 7月3日(水)

116 茨城県 水戸市立吉田小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 9月5日(木) 9月6日(金) -

117 茨城県 水戸市立笠原小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月20日(木) 6月21日(金) -

118 茨城県 水戸市立城東小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月14日(木) 11月15日(金) -

119 茨城県 水戸市立酒門小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月25日(火) 6月26日(水) 6月27日(木)

120 茨城県 水戸市立柳河小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 10月18日(金) - -

121 茨城県 水戸市立見川小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 9月2日(月) 9月3日(火) 9月4日(水)
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1 栃木県 栃木県立矢板東高等学校附属中学校 福田文子 伝統芸能 箏 12月9日(月) 12月10日(火) 12月12日(木)

2 栃木県 下野市立祇園小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

11月13日(水) - -

3 栃木県 那須烏山市立江川小学校 藤平昌寿 音楽 その他 6月21日(金) 8月8日(木) 9月20日(金)

4 栃木県 日光市立南原小学校 藤平昌寿 音楽 その他 6月6日(木) 8月5日(月) 9月19日(木)

5 栃木県 宇都宮市立宝木中学校 藤平昌寿 音楽 その他 6月25日(火) 7月2日(火) 7月16日(火)

6 栃木県 足利市立南小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 10月23日(水) 10月24日(木) 10月25日(金)

7 栃木県 益子町立益子中学校 佐藤貞子 伝統芸能 箏 12月2日(月) 12月3日(火) 12月4日(水)

8 栃木県 大田原市立奥沢小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月26日(木) - -

9 栃木県 栃木県立佐野高等学校附属中学校 古橋紀子 伝統芸能 箏 9月13日(金) - -

10 栃木県 栃木市立大宮北小学校 馬場千年 伝統芸能 箏 9月11日(水) - -

11 栃木県 高根沢町立上高根沢小学校 安生正人 音楽 弦楽器 9月9日(月) 9月18日(水) -

12 栃木県 鹿沼市立永野小学校 稲澤こずえ 音楽 声楽 9月27日(金) - -

13 栃木県 宇都宮市立細谷小学校 藤平昌寿 音楽
パーカッ
ション

9月10日(火) 9月12日(木) -

14 栃木県 佐野市立氷室小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月13日(金) - -

15 栃木県 芳賀町立芳賀東小学校 佐藤貞子 伝統芸能 箏 9月19日(木) - -

16 栃木県 栃木県立宇都宮高等学校 藤平昌寿 音楽 その他 9月9日(月) 9月17日(火) -

17 栃木県 小山市立大谷南小学校 大河内真由美 演劇 現代劇 9月25日(水) - -

18 栃木県 高根沢町立中央小学校 荒井範昭 演劇 その他 6月19日(水) 6月20日(木) 6月21日(金)

19 栃木県 日光市立小百小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月11日(水) - -

20 栃木県 宇都宮市立雀宮南小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月9日(月) 9月18日(水) -

21 栃木県 佐野市立石塚小学校 大河内真由美 演劇 その他 6月18日(火) - -

22 栃木県 芳賀町立芳賀中学校 佐藤貞子 伝統芸能 箏 12月10日(火) 12月11日(水) 12月12日(木)

23 栃木県 青藍泰斗高等学校 藤平昌寿 音楽 その他 6月19日(水) 9月25日(水) 11月13日(水)

24 栃木県 壬生町立壬生東小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月12日(水) - -

25 栃木県 さくら市立氏家小学校 平田恵 音楽 その他 10月23日(水) - -

26 栃木県 鹿沼市立北小学校 藤平昌寿 音楽 その他 7月15日(月) - -



令和元年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業） 実施校一覧

大項目 中項目 第1回 第2回 第3回

実施分野 実施日

講師氏名番号
都道府県・
政令指定都

市
実施希望校

27 栃木県 宇都宮市立清原東小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月27日(金) - -

28 栃木県 佐野市立田沼小学校 津布久敏子 音楽 弦楽器 9月10日(火) 9月12日(木) -

29 栃木県 茂木町立茂木小学校 佐藤貞子 伝統芸能 箏 9月11日(水) - -

30 栃木県 文星芸術大学附属高等学校 藤平昌寿 音楽 その他 10月28日(月) 11月18日(月) 12月9日(月)

31 栃木県 小山市立小山城東小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月10日(火) 9月12日(木) -

32 栃木県 高根沢町立阿久津小学校 齋藤久美 音楽 その他 11月8日(金) - -

33 栃木県 日光市立中宮祠小学校中学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月11日(水) - -

34 栃木県 宇都宮市立城山西小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月19日(木) - -

35 栃木県 栃木県立聾学校 中野達朗 音楽 その他 9月4日(水) 10月2日(水) 10月26日(土)

36 栃木県 栃木市立栃木西中学校 馬場千年 伝統芸能 箏 12月20日(金) - -

37 栃木県 那須烏山市立荒川小学校 大河内真由美 演劇 現代劇 11月13日(水) - -

38 栃木県 鹿沼市立東小学校 伊藤渉 美術 版画 11月11日(月) 11月18日(月) 11月25日(月)

39 栃木県 宇都宮市立宮の原小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月9日(月) 9月17日(火) -

40 栃木県 鹿沼東高等学校 福田文子 伝統芸能 その他 9月24日(火) 9月26日(木) 9月27日(金)

41 栃木県 下野市立吉田西小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月7日(金) - -

42 栃木県 さくら市立南小学校 平田恵 音楽 その他 10月30日(水) - -

43 栃木県 日光市立下原小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月11日(月) 11月12日(火) -

44 栃木県 宇都宮市立緑が丘小学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 7月8日(月) 7月9日(火) 7月10日(水)

45 栃木県 宇都宮文星女子高等学校 藤平昌寿 音楽 その他 6月4日(火) 7月9日(火) 7月31日(水)

46 栃木県 壬生町立藤井小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月24日(木) - -

47 栃木県 さくら市立喜連川小学校 平田恵 音楽 その他 10月31日(木) - -

48 栃木県 鹿沼市立さつきが丘小学校 藤平昌寿 音楽 その他 6月3日(月) 6月24日(月) 7月8日(月)

49 栃木県 栃木県立さくら清修高等学校 田代恭子 伝統芸能 箏 9月11日(火) 9月18日(火) -

50 栃木県 壬生町立南犬飼中学校 藤平昌寿 音楽 その他 6月30日(日) 7月15日(月) 8月12日(月)

51 栃木県 さくら市立上松山小学校 平田恵 音楽 その他 10月17日(木) - -

52 栃木県 栃木県立大田原東高等学校 上野浩美 音楽 その他 12月16日(月) - -
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53 栃木県 小山市立寒川小学校 岩下美香 音楽
パーカッ
ション

6月21日(金) - -

54 栃木県 栃木県立足利特別支援学校 森川久美子 音楽
パーカッ
ション

9月25日(水) - -

55 栃木県 栃木市立栃木南中学校 馬場千年 伝統芸能 箏 12月9日(月) 12月10日(火) -

56 栃木県 栃木県立鹿沼商工高等学校 福田文子 伝統芸能 箏 9月17日(火) 9月19日(木) 9月20日(金)

57 栃木県 下野市立細谷小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月20日(金) - -

58 栃木県 小山市立小山第二小学校 生沼とも子 音楽 弦楽器 12月12日(木) - -

59 栃木県 栃木市立家中小学校 馬場千年 伝統芸能 箏 11月7日(木) 11月8日(金) -

60 栃木県 下野市立緑小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 9月25日(水) - -

61 栃木県 栃木市立大宮南小学校 馬場千年 伝統芸能 箏 10月9日(水) - -

62 栃木県 小山市立中小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月20日(木) - -

63 栃木県 栃木市立大宮南小学校 坂本奏恵 音楽
パーカッ
ション

11月13日(水) - -

64 栃木県 小山市立網戸小学校 生沼とも子 音楽 弦楽器 11月29日(金) - -

65 栃木県 栃木市立栃木第五小学校 馬場千年 伝統芸能 箏 11月20日(水) - -

66 栃木県 栃木県立上三川高等学校 福田文子 伝統芸能 箏 9月9日(月) 9月10日(火) 9月12日(木)

67 栃木県 栃木市立南小学校 馬場千年 伝統芸能 箏 12月18日(水) 12月19日(木) -

68 栃木県 さくら市立押上小学校 平田恵 音楽 その他 11月1日(金) - -

69 栃木県 鹿沼市立北小学校 伊藤渉 美術 版画 11月5日(火) 11月19日(火) -

71 栃木県 栃木県立宇都宮南高等学校 福田文子 伝統芸能 箏 7月4日(木) 7月8日(月) 7月11日(木)

72 栃木県 栃木市立国府北小学校 梅津千恵子 音楽
パーカッ
ション

11月26日(火) - -

73 栃木県 さくら市立熟田小学校 平田恵 音楽 その他 10月18日(金) - -

74 栃木県 鹿沼市立みどりが丘小学校 藤平昌寿 音楽 管楽器 6月10日(月) 9月9日(月) 10月21日(月)

75 栃木県 栃木市立静和小学校 上光 伝統芸能 和太鼓 6月5日(水) - -

76 栃木県 栃木市立栃木第四小学校 馬場千年 伝統芸能 箏 11月12日(火) - -
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1 群馬県 桐生市立広沢中学校 伊東輝道 音楽 管楽器 6月10日(月) 6月11日(火) 6月12日(水)

2 群馬県
青い鳥分教室（みどり市立大間々東小
学校・みどり市立大間々東中学校）

大塚紀男 音楽 その他 6月28日(金) 7月5日(金) 7月12日(金)

3 群馬県 高崎市立中尾中学校 飯塚郁子 音楽 管楽器 6月8日(土) 7月14日(日) 8月23日(金)

4 群馬県 高崎市立倉渕小学校 前川光世 音楽 その他 11月7日(木) 11月8日(金) 12月1日(日)

5 群馬県 藤岡市立美九里西小学校 前川光世 音楽 その他 12月12日(木) 12月16日(月) 12月17日(火)

6 群馬県 富岡市立高田小学校 前川光世 音楽 その他 11月24日(土) - -

7 群馬県 群馬県立太田高等特別支援学校 又吉康之 音楽 弦楽器 10月31日(木) - -

8 群馬県 太田市立宝泉東小学校 大塚紀男 音楽 その他 6月19日(水) - -

9 群馬県 邑楽町立高島小学校 大塚紀男 音楽 その他 12月13日(金) - -

11 群馬県 みどり市立大間々東中学校 飯塚郁子 音楽 管楽器 6月22日(土) 8月26日(月) 9月14日(土)

12 群馬県 渋川市立三原田小学校 駒井香里 伝統芸能 歌舞伎 10月1日(火) 10月2日(水) 10月9日(水)

13 群馬県 共愛学園高等学校 飯塚郁子 音楽 管楽器 7月13日(土) 8月27日(火) 8月28日(水)

14 群馬県 桐生市立相生中学校 飯塚郁子 音楽 管楽器 6月9日(日) 7月15日(月) 7月21日(日)

15 群馬県 藤岡市立美九里東小学校 前川光世 音楽 その他 12月12日(木) 12月16日(月) 12月17日(火)
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1 埼玉県 県立和光南特別支援学校 五十嵐薫子 舞踊 身体表現 12月3日(火) 12月5日(木) 12月10日(火)

2 埼玉県 志木市立宗岡中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 8月16日(金) 8月17日(土) 12月4日(水)

3 埼玉県 宮代町立笠原小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月19日(火) 11月20日(水) 11月21日(木)

4 埼玉県 宮代町立百間小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月25日(火) 6月26日(水) 6月27日(木)

5 埼玉県 鴻巣市立共和小学校 井尻兼人 音楽 その他 10月23日(水) 10月29日(火) -

6 埼玉県 春日部市立富多小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 7月10日(水) 7月16日(火) -

7 埼玉県 白岡市立南小学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 11月5日(火) 11月12日(火) 11月19日(火)

8 埼玉県 熊谷市立大幡小学校 齊藤才子 伝統芸能 箏 10月23日(水) 10月24日(木) -

9 埼玉県 熊谷市立成田小学校 齊藤才子 伝統芸能 箏 11月18日(月) 11月19日(火) -

10 埼玉県 戸田市立新曽北小学校 上村奈々子 音楽 管楽器 10月1日(火) 10月2日(水) 10月3日(木)

11 埼玉県 神川町立丹荘小学校 原多喜子 伝統芸能 箏 10月31日(木) - -

12 埼玉県 宮代町立東小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月18日(月) - -

13 埼玉県 白岡市立白岡中学校 正嘉昭 演劇 現代劇 9月18日(水) 10月2日(水) 10月9日(水)

14 埼玉県 久喜市立三箇小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月6日(金) - -

15 埼玉県 上尾市立東小学校 小川正毅 音楽 管楽器 12月4日(水) 12月5日(木) 12月6日(金)

16 埼玉県 上尾市立瓦葺小学校 小川正毅 音楽 管楽器 10月7日(月) 10月8日(火) 10月9日(水)

17 埼玉県 越谷市立出羽小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

9月20日(金) - -

18 埼玉県 越谷市立宮本小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

9月19日(木) - -

19 埼玉県 三郷市立瑞木小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

9月13日(金) - -

20 埼玉県 三郷市立前谷小学校 東野麻衣子 文学 朗読 11月8日(金) - -

21 埼玉県 川口市立十二月田小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

7月4日(木) - -

22 埼玉県 和光市立広沢小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月10日(木) - -

23 埼玉県 戸田市立戸田南小学校 小川正毅 音楽 管楽器 7月16日(火) 7月17日(水) 7月18日(木)

24 埼玉県 加須市立田ケ谷小学校 小川正毅 音楽 管楽器 11月7日(木) 11月8日(金) -

25 埼玉県 久喜市立鷲宮小学校 安村今日子 音楽 その他 11月12日(火) - -

26 埼玉県 久喜市立栗橋西小学校 大谷宥仁 美術 版画 11月7日(木) 11月21日(木) 11月28日(木)
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27 埼玉県 伊奈町立小針北小学校 小川正毅 音楽 管楽器 11月1日(金) 11月18日(月) 11月19日(火)

28 埼玉県 熊谷市立久下小学校 齊藤才子 伝統芸能 箏 12月11日(水) - -

29 埼玉県 上尾市立大谷小学校 小川正毅 音楽 管楽器 6月4日(火) 6月5日(水) 6月6日(木)

30 埼玉県 上尾市立芝川小学校 小川正毅 音楽 管楽器 6月3日(月) - -

31 埼玉県 三郷市立桜小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月31日(木) - -

32 埼玉県 行田市立太田西小学校 岡島敦子 音楽 声楽 9月9日(月) 10月21日(月) 11月25日(月)

33 埼玉県 久喜市立太田小学校 岡島敦子 音楽 声楽 10月1日(火) 10月22日(火) 12月10日(火)

34 埼玉県 久喜市立菖蒲東小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月13日(木) - -

35 埼玉県 伊奈町立小室小学校 小川正毅 音楽 管楽器 6月19日(水) 6月20日(木) 6月21日(金)

36 埼玉県 伊奈町立南小学校 小川正毅 音楽 管楽器 10月29日(火) 10月30日(水) 10月31日(木)

37 埼玉県 熊谷市立籠原小学校 齊藤才子 伝統芸能 箏 12月17日(火) 12月18日(水) -

38 埼玉県 熊谷市立中条中学校 齊藤才子 伝統芸能 箏 12月4日(水) 12月6日(金) 12月13日(金)

39 埼玉県 熊谷市立大麻生中学校 齊藤才子 伝統芸能 箏 11月20日(水) - -

40 埼玉県 熊谷市立佐谷田小学校 齊藤才子 伝統芸能 箏 12月10日(火) - -

41 埼玉県 熊谷市立桜木小学校 齊藤才子 伝統芸能 箏 12月19日(木) - -

42 埼玉県 熊谷市立星宮小学校 齊藤才子 伝統芸能 箏 10月31日(木) - -

43 埼玉県 朝霞市立朝霞第九小学校 小川正毅 音楽 管楽器 10月17日(木) 10月18日(金) -

44 埼玉県 鶴ヶ島市立西中学校 野上博幸 音楽 管楽器 5月12日(日) 6月23日(日) 7月22日(月)

45 埼玉県 狭山市立狭山台中学校 濱口裕輔 音楽 管楽器 6月7日(金) 7月10日(水) 10月22日(火)
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1 千葉県 千葉県立松戸馬橋高等学校 金子馨 美術 書 11月12日(火) 11月13日(水) -

2 千葉県 我孫子市立並木小学校 小川正毅 音楽 管楽器 9月5日(木) 9月6日(金) -

3 千葉県 船橋市立金杉台小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月29日(金) 12月2日(月) 12月3日(火)

4 千葉県 栄町立竜角寺台小学校 三宅伸哉 音楽 その他 12月2日(月) 12月3日(火) -

5 千葉県 船橋市立船橋小学校 井上千恵子 伝統芸能 箏 7月8日(月) 7月9日(火) -

6 千葉県 市川市立大町小学校 小川正毅 音楽 管楽器 8月29日(木) 10月11日(金) 10月15日(火)

7 千葉県 印西市立小林小学校 小川正毅 音楽 管楽器 6月11日(火) 6月12日(水) -

8 千葉県 船橋市立飯山満南小学校 井上千恵子 伝統芸能 箏 7月11日(木) 7月12日(金) -

9 千葉県 印西市立西の原小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 12月9日(月) 12月10日(火) 12月11日(水)

10 千葉県 君津市立八重原中学校 林宏 音楽 管楽器 6月8日(土) 6月29日(土) 7月20日(土)

11 千葉県 市原市立姉崎東中学校 菊川浩二 演劇 現代劇 10月18日(金) 10月22日(火) -

12 千葉県 白井市立清水口小学校 小川正毅 音楽 管楽器 10月21日(月) 10月22日(火) -

13 千葉県 八千代市立みどりが丘小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 10月7日(月) 10月8日(火) -

14 千葉県 八千代市立村上東小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 9月9日(月) 9月10日(火) -

15 千葉県 横芝敬愛高等学校 吉田正隆 舞踊 現代舞踊 9月13日(金) 9月20日(金) 9月27日(金)

16 千葉県 八千代市立米本小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月27日(水) 11月28日(木) -

17 千葉県 銚子市立清水小学校 安田登 伝統芸能 能楽 12月17日(火) - -

18 千葉県 野田市立福田第二小学校 梅津勝明 演劇 人形劇 9月12日(木) - -

19 千葉県 八千代市立大和田南小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 9月24日(火) 9月25日(水) 9月26日(木)

20 千葉県 山武市立睦岡小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 11月13日(水) - -

21 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 井上千恵子 伝統芸能 箏 10月23日(水) - -

22 千葉県 三育学院大学付属光風台三育小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月14日(月) - -

23 千葉県 市原市立国分寺台中学校 伊地知幸太郎 音楽 管楽器 6月15日(金) 7月20日(土) 10月20日(日)

24 千葉県 八千代市立新木戸小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 9月30日(月) 10月1日(火) -

25 千葉県 白井市立白井第三小学校 小川正毅 音楽 管楽器 7月1日(月) 7月2日(火) 7月3日(水)

26 千葉県 八千代市立萱田南小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 10月15日(火) - -
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27 千葉県 八千代市立村上小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月4日(火) 6月5日(水) -

28 千葉県 八千代市立米本南小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 12月2日(月) 12月3日(火) 12月4日(水)

29 千葉県 船橋市立法典西小学校 井上千恵子 伝統芸能 箏 6月24日(月) 7月1日(月) 7月2日(火)

30 千葉県 香取市立東大戸小学校 小林和子 音楽 その他 6月26日(水) 9月25日(水) 12月4日(水)

31 千葉県 市原市立有秋中学校 吉田桐子 音楽
パーカッ
ション

6月15日(土) 6月29日(土) 7月13日(土)

32 千葉県 銚子市立春日小学校 安田登 伝統芸能 能楽 11月20日(水) - -

33 千葉県 松戸市立横須賀小学校 安嶋健太郎 音楽 ピアノ 10月1日(火) - -

34 千葉県 白井市立大山口小学校 上村奈々子 音楽 管楽器 7月8日(月) 7月9日(火) 7月10日(水)

35 千葉県 白井市立南山小学校 小川正毅 音楽 管楽器 9月4日(水) 10月16日(水) 10月28日(月)

36 千葉県 松戸市立新松戸南小学校 安嶋健太郎 音楽 ピアノ 9月27日(金) - -

37 千葉県 千葉県立天羽高等学校 元井美智子 伝統芸能 箏 10月9日(水) 10月30日(水) 11月27日(水)

38 千葉県 船橋市立小室小学校 金野正道 伝統芸能 箏 9月13日(金) - -

39 千葉県 船橋市立峰台小学校 井上千恵子 伝統芸能 箏 9月30日(月) 10月1日(火) 10月3日(木)

40 千葉県 白井市立白井第一小学校 上村奈々子 音楽 管楽器 10月23日(水) 10月24日(木) 10月25日(金)

41 千葉県 白井市立七次台小学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 7月11日(木) 9月12日(木) 9月13日(金)

42 千葉県 市川市立若宮小学校 小川正毅 音楽 管楽器 8月30日(金) 9月26日(木) 9月27日(金)

43 千葉県 千葉県立国府台高等学校 金子馨 美術 その他 9月20日(金) 9月24日(火) 9月26日(木)

44 千葉県 松戸市立新松戸西小学校 梅津千恵子 音楽
パーカッ
ション

10月15日(火) 10月18日(金) 11月1日(金)

45 千葉県 印西市立いには野小学校 過足雅之 伝統芸能 和太鼓 6月11日(火) 6月12日(水) -

46 千葉県 成田市立中台中学校 佐藤さおり 伝統芸能 その他 11月18日(月) 11月19日(火) -
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1 東京都 大島町立第一中学校①(小川) 小川龍雄 文学 俳句 11月30日(土) - -

2 東京都 大島町立第二中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 7月11日(木) - -

3 東京都 大島町立第三中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 7月12日(金) - -

4 東京都 八丈町立三原中学校 吉田恵子 音楽 管楽器 7月8日(月) - -

5 東京都 八丈町立大賀郷中学校 吉田恵子 音楽 管楽器 7月10日(水) - -

6 東京都 奥多摩町立氷川小学校 鈴木斉 美術 その他 11月26日(火) 12月3日(火) 12月10日(火)

7 東京都 八丈町立富士中学校 吉田恵子 音楽 管楽器 7月9日(火) - -

8 東京都 東京都立葛飾ろう学校 砂田努 演劇 現代劇 10月11日(金) - -

9 東京都 狛江市立和泉小学校 塚越慎子 音楽 その他 10月4日(金) - -

10 東京都 狛江市立緑野小学校 金子三勇士 音楽 ピアノ 10月31日(木) - -

11 東京都 東大和市立第八小学校 宮崎久美子 舞踊 現代舞踊 10月16日(水) 10月23日(水) 10月30日(水)

12 東京都 文京区立大塚小学校 長谷部守 音楽 管楽器 6月22日(土) - -

13 東京都 立川市立新生小学校 小林至 演劇 その他 10月7日(月) 10月8日(火) 10月9日(水)

14 東京都 東京都立目黒高等学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 10月26日(土) 11月2日(土) 11月9日(土)

15 東京都 目黒区立八雲小学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 9月25日(水) 10月2日(水) 10月9日(水)

16 東京都 府中市立白糸台小学校 鈴木斉 美術 その他 10月10日(木) 10月17日(木) 10月24日(木)

17 東京都 北区立豊川小学校 近藤良平 舞踊 身体表現 10月31日(木) - -

18 東京都 神津島村立神津小学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 12月2日(月) 12月3日(火) 12月4日(水)

19 東京都 町田市立木曽境川小学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 10月11日(金) 10月18日(金) 10月25日(金)

20 東京都 町田市立南成瀬中学校 檀上晃一 大衆芸能 落語 6月6日(木) 9月17日(火) 12月3日(火)

21 東京都 八王子市立横山第一小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 10月11日(金) 11月15日(金) 11月18日(月)

22 東京都 女子聖学院中学校 林成彦 演劇 現代劇 10月8日(火) 10月9日(水) 10月10日(木)

23 東京都 練馬区立早宮小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 10月2日(水) 10月3日(木) -

24 東京都 練馬区立開進第二中学校①(安田) 安田登 伝統芸能 能楽 10月4日(金) - -

25 東京都 狛江市立狛江第一小学校 塚越慎子 音楽 その他 10月2日(水) - -

26 東京都 狛江市立狛江第三小学校 金子三勇士 音楽 ピアノ 10月3日(木) - -
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27 東京都 狛江市立狛江第五小学校 金子三勇士 音楽 ピアノ 10月29日(火) - -

28 東京都 狛江市立狛江第六小学校 塚越慎子 音楽 その他 10月3日(木) - -

29 東京都 江東区立第一亀戸小学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 11月6日(水) 11月13日(水) 11月20日(水)

30 東京都 江東区立第二亀戸小学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 9月26日(木) 10月3日(木) 10月10日(木)

31 東京都 江東区立第三亀戸中学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 11月21日(木) 11月22日(金) 11月25日(月)

32 東京都 墨田区立寺島中学校 明和史佳 音楽 ピアノ 9月5日(木) 9月6日(金) -

33 東京都 小平市立小平第五小学校 田村正 伝統芸能 その他 11月27日(水) 11月28日(木) -

34 東京都 小平市立小平第九小学校 田村正 美術 その他 12月12日(木) 12月13日(金) -

35 東京都 小平市立小平第十小学校①(遠藤) 遠藤李利 舞踊 その他 11月11日(月) - -

36 東京都 小平市立学園東小学校①(蒲谷) 蒲谷ことは 音楽 声楽 6月27日(木) 7月4日(木) -

37 東京都 東大和市立第二小学校 宮崎久美子 舞踊 現代舞踊 10月8日(火) 10月15日(火) 10月22日(火)

38 東京都 立川市立柏小学校 小林至 演劇 その他 9月26日(木) 10月11日(金) 10月25日(金)

39 東京都 豊島区立南池袋小学校 松澤智子 伝統芸能 三味線 6月10日(月) 6月17日(月) 6月24日(月)

40 東京都 国立音楽大学附属中学校 松澤智子 伝統芸能 三味線 11月8日(金) - -

41 東京都 町田市立町田第一小学校 山上芳枝 伝統芸能 箏 6月7日(金) - -

42 東京都 千代田区立和泉小学校 三宅伸哉 音楽 その他 7月18日(木) 12月20日(金) 12月24日(火)

43 東京都 東京都立日野台高等学校 村井まどか 演劇 現代劇 8月25日(日) 8月26日(月) 8月27日(火)

44 東京都 日野市立仲田小学校 新谷祥子 音楽
パーカッ
ション

7月8日(月) 7月11日(木) 7月18日(木)

46 東京都 お茶の水女子大学附属中学校 豊福彬文 舞踊 その他 12月5日(木) 12月6日(金) 12月9日(月)

47 東京都 杉並区立富士見丘小学校 川村利美 伝統芸能 箏 12月10日(火) 12月11日(水) 12月12日(木)

48 東京都 八王子市立片倉台小学校 新谷祥子 音楽
パーカッ
ション

12月12日(木) 12月17日(火) 12月19日(木)

49 東京都 日野市立滝合小学校 田口明美 生活文化 その他 6月8日(金) 12月3日(月) -
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50 東京都 小平市立小平第三小学校 田村正 生活文化 その他 12月3日(火) 12月4日(水) -

51 東京都 小平市立小平第十二小学校 田村正 伝統芸能 その他 12月10日(火) 12月11日(水) -

52 東京都 渋谷区立上原小学校 楠原竜也 舞踊 身体表現 6月4日(火) 6月11日(火) 6月18日(火)

53 東京都
クラーク記念国際高等学校東京キャン
パス

宗像佳代 演劇 その他 10月11日(金) 11月22日(金) 11月29日(金)

54 東京都 国立音楽大学附属音楽高等学校 松澤智子 伝統芸能 三味線 11月8日(金) - -

55 東京都 大島町立第一中学校②(曽根) 曽根哲夫 音楽 管楽器 7月10日(水) - -

56 東京都 葛飾区立水元中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 7月16日(火) 7月17日(水) 7月18日(木)

57 東京都 三鷹市立第七小学校 小野里修 伝統芸能 能楽 10月1日(火) 10月15日(火) 10月29日(火)

58 東京都 杉並区立松庵小学校 井上良平 伝統芸能 その他 6月13日(木) - -

59 東京都 八王子市立みなみ野君田小学校 大田原瑶 音楽 声楽 7月16日(火) 7月17日(水) 7月18日(木)

60 東京都 日野市立日野第七小学校 中村和敬 音楽 その他 9月20日(金) - -

61 東京都 板橋区立富士見台小学校 岡田大和 音楽 管楽器 6月15日(土) - -

62 東京都 東村山市立秋津小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 10月21日(月) 10月23日(水) 10月29日(火)

63 東京都 大田区立大森第四小学校 羽深久 伝統芸能 能楽 10月30日(水) - -

64 東京都 小平市立小平第六小学校①(蒲谷) 蒲谷ことは 音楽 声楽 12月20日(金) - -

65 東京都 文京区立第一中学校 櫻井史 伝統芸能 三味線 12月3日(火) 12月10日(火) -

66 東京都 文京区立第六中学校 岡田大和 音楽 管楽器 7月23日(火) 7月29日(月) 8月2日(金)

67 東京都 東村山市立北山小学校 川村亘平 美術 その他 6月20日(木) 12月17日(火) -

68 東京都 目黒区立第十中学校 後藤好子 伝統芸能 箏 12月4日(水) 12月5日(木) 12月18日(水)

69 東京都 府中市立府中第四小学校 開発好明 美術 その他 10月8日(火) 10月17日(木) 10月31日(木)

70 東京都 北区立梅木小学校 上本志保 演劇 その他 10月18日(金) 11月8日(金) 11月22日(金)

71 東京都 品川区立荏原第一中学校 原きよ 文学 朗読 11月1日(金) - -

72 東京都 八王子市立由木西小学校 植田恭子 音楽 ピアノ 12月12日(木) - -

73 東京都 羽村市立羽村東小学校 新井英夫 舞踊 身体表現 6月12日(水) 7月3日(水) 9月4日(水)

74 東京都 東久留米市立神宝小学校 金沢真美 伝統芸能 その他 11月16日(土) - -

75 東京都 武蔵野市立井之頭小学校 上村奈々子 音楽 管楽器 9月9日(月) 9月10日(火) 9月11日(水)
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76 東京都 八王子市立緑が丘小学校 小塚希帆 伝統芸能 その他 10月16日(水) 10月17日(木) 10月18日(金)

77 東京都 練馬区立関町小学校 井尻兼人 音楽 その他 12月2日(月) 12月3日(火) 12月9日(月)

78 東京都 世田谷区立九品仏小学校 田村正 伝統芸能 その他 6月18日(火) - -

79 東京都 文京区立第十中学校 立住若菜 音楽 管楽器 9月17日(火) - -

80 東京都 板橋区立志村小学校 牧角五月子 伝統芸能 その他 9月10日(火) 10月11日(金) 11月11日(月)

81 東京都 板橋区立中台中学校 吉田恵子 音楽 管楽器 7月2日(火) - -

82 東京都 東京都立大泉高等学校附属中学校 石崎竜史 演劇 現代劇 6月15日(土) 7月13日(土) 9月7日(土)

83 東京都 東京都府中市立府中第七小学校 須藤幹子 舞踊 身体表現 11月5日(火) 11月12日(火) 11月16日(土)

84 東京都 港区立高輪台小学校 亀山豊 演劇 その他 9月26日(木) 10月10日(木) 11月7日(木)

85 東京都 杉並区立済美小学校 近藤正廣 伝統芸能 三味線 6月25日(火) 7月2日(火) -

86 東京都 杉並区立高井戸東小学校 山本公一朗 大衆芸能 落語 10月11日(金) 10月18日(金) 10月25日(金)

87 東京都 品川区立荏原第六中学校 小林和子 音楽 その他 7月12日(金) 10月11日(金) 12月19日(木)

88 東京都 足立区立東加平小学校 立住若菜 音楽 管楽器 7月12日(金) - -

89 東京都 足立区立東栗原小学校 立住若菜 音楽 管楽器 9月10日(火) - -

90 東京都 武蔵野市立第三中学校 藤原習作 演劇 現代劇 10月15日(火) 10月21日(月) -

91 東京都 八王子市立由井第二小学校 高田典夫 美術 その他 11月27日(水) 11月29日(金) -

92 東京都 八王子市立浅川小学校 高田典夫 美術 その他 10月9日(水) 10月11日(金) -

93 東京都 練馬区立仲町小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 10月2日(水) 10月3日(木) -

94 東京都 練馬区立大泉学園緑小学校 小川夢貴 大衆芸能 落語 12月17日(火) - -

95 東京都 練馬区立開進第二中学校②(大倉) 大倉正之助 伝統芸能 能楽 10月8日(火) - -

96 東京都 小平市立学園東小学校②(田村) 田村正 生活文化 その他 12月9日(月) - -

97 東京都 世田谷区立松原小学校 近藤優子 音楽 声楽 10月4日(金) - -

98 東京都 小平市立小平第十小学校②(田村) 田村正 生活文化 その他 12月5日(木) 12月6日(金) -

99 東京都 小平市立小平第六小学校②(田村) 田村正 伝統芸能 その他 11月25日(月) 11月26日(火) -

100 東京都 立教女学院小学校 水嶋護 大衆芸能 落語 9月5日(木) 9月12日(木) 9月26日(木)

101 東京都 武蔵野市立第六中学校 櫻井史 伝統芸能 三味線 11月28日(木) - -
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102 東京都 江戸川区立篠崎小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 12月11日(水) 12月12日(木) 12月13日(金)

103 東京都 江戸川区立篠崎第二小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 12月12日(木) 12月13日(金) -

104 東京都 江戸川区立篠崎第五小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

9月11日(水) - -

105 東京都 江戸川区立小岩小学校 山口敦 大衆芸能 落語 10月19日(土) - -

106 東京都 江東区立大島中学校 濱口祐輔 音楽 管楽器 7月29日(月) 7月31日(水) 8月1日(木)



令和元年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業） 実施校一覧

大項目 中項目 第1回 第2回 第3回

実施分野 実施日

講師氏名番号
都道府県・
政令指定都

市
実施希望校

1 神奈川県 三浦市立三崎小学校 豊岡正司 音楽 その他 6月21日(金) - -

2 神奈川県 厚木市立飯山小学校 井尻兼人 音楽 その他 9月17日(火) 9月19日(木) 9月24日(火)

3 神奈川県 大和市立下福田小学校 松尾健市 音楽 声楽 12月5日(木) 12月10日(火) 12月18日(水)

4 神奈川県 横須賀市立池上小学校 高橋江利子 演劇 その他 9月12日(木) 9月13日(金) -

5 神奈川県 横浜清風高等学校 浦塚勝人 舞踊 現代舞踊 6月9日(日) 6月16日(日) 6月23日(日)

6 神奈川県 茅ヶ崎市立鶴が台中学校 高橋江利子 演劇 その他 9月17日(火) 9月24日(火) -

7 神奈川県 綾瀬市立綾南小学校 福田美知子 音楽 声楽 12月4日(水) 12月11日(水) 12月18日(水)

8 神奈川県 逗子市立久木小学校 柏木陽 演劇 その他 9月19日(木) 10月1日(火) 12月3日(火)

9 神奈川県 平塚市立崇善小学校 鈴木彩 音楽
パーカッ
ション

12月11日(水) 12月12日(木) 12月13日(金)

10 神奈川県 藤沢市立羽鳥中学校 牧瀬顕利 音楽 その他 12月9日(月) 12月10日(火) 12月11日(水)

11 神奈川県 神奈川県立大井高等学校 森内康博 メディア芸術 映画 7月16日(火) 7月18日(木) 9月28日(土)

12 神奈川県 厚木市立相川小学校 高橋江利子 演劇 その他 10月15日(火) - -

13 神奈川県 横須賀市立小原台小学校 佐藤久美子 演劇 現代劇 9月19日(木) 9月20日(金) -

14 神奈川県 カリタス小学校 永田斉子 音楽 弦楽器 6月26日(水) 7月3日(水) -

15 神奈川県 逗子市立小坪小学校 米重美文子 音楽
パーカッ
ション

6月18日(火) 10月22日(火) 12月3日(火)

16 神奈川県 平塚市立江陽中学校 鈴木孝幸 演劇 現代劇 7月6日(土) 7月15日(月) 7月20日(土)

17 神奈川県 藤沢市立駒寄小学校 檀上晃一 大衆芸能 落語 10月22日(火) - -

18 神奈川県 神奈川県立川崎高等学校 能見広伸 舞踊 現代舞踊 11月7日(木) 11月14日(木) 11月21日(木)

19 神奈川県 厚木市立清水小学校 高橋江利子 演劇 その他 11月7日(木) 11月8日(金) -

20 神奈川県 横須賀市立鷹取小学校 佐藤久美子 演劇 現代劇 11月5日(火) 11月21日(木) -

21 神奈川県 慶應義塾普通部 北村耕治 演劇 現代劇 10月7日(月) 10月21日(月) 10月28日(月)

22 神奈川県 平塚市立松原小学校 小出美穂 伝統芸能 箏 12月17日(火) 12月18日(水) -

23 神奈川県 藤沢市立新林小学校 野口悦子 伝統芸能 箏 12月12日(木) 12月13日(金) -

24 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 能見広伸 舞踊 現代舞踊 11月30日(土) 12月7日(土) 12月14日(土)

25 神奈川県 横須賀市立粟田小学校 大津千代子 音楽 弦楽器 11月26日(火) - -

26 神奈川県 平塚市立大野小学校 小出美穂 伝統芸能 箏 12月9日(月) 12月10日(火) -
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27 神奈川県 藤沢市立石川小学校 松尾健市 音楽 声楽 11月11日(月) 11月12日(火) 11月13日(水)

28 神奈川県 神奈川県立横浜明朋高等学校 能見広伸 舞踊 現代舞踊 9月12日(木) 9月19日(木) 9月26日(木)

29 神奈川県 横須賀市立北下浦小学校 佐藤久美子 演劇 現代劇 11月28日(木) - -

30 神奈川県 平塚市立神明中学校 鈴木孝幸 演劇 現代劇 6月8日(土) 7月14日(日) 7月21日(日)

31 神奈川県 藤沢市立高砂小学校 松尾健市 音楽 声楽 11月15日(金) 12月11日(水) -

32 神奈川県 神奈川県立菅高等学校 平田恵 音楽
パーカッ
ション

11月5日(火) 11月6日(水) 11月7日(木)

33 神奈川県 横須賀市立船越小学校 佐藤久美子 演劇 現代劇 10月17日(木) 10月18日(金) -

34 神奈川県 平塚市立土屋小学校 志澤彰 音楽 声楽 9月17日(火) 10月1日(火) 10月15日(火)

35 神奈川県 藤沢市立天神小学校 松尾健市 音楽 声楽 11月14日(木) 11月19日(火) 12月12日(木)

36 神奈川県 神奈川県立湘南高等学校 高橋実希 音楽 声楽 7月18日(木) - -

37 神奈川県 平塚市立富士見小学校 小出美穂 伝統芸能 箏 6月13日(木) 6月14日(金) -

38 神奈川県 藤沢市立大鋸小学校 高畠一郎 伝統芸能 箏 12月3日(火) - -

39 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 梅澤壮一 美術 その他 10月24日(木) - -

40 神奈川県 平塚市立金目小学校 小出美穂 伝統芸能 箏 6月11日(火) 6月12日(水) -

41 神奈川県 藤沢市立俣野小学校 松尾健市 音楽 声楽 10月24日(木) 10月31日(木) 11月21日(木)

42 神奈川県 神奈川県立平塚商業高等学校定時制 生貝孝 音楽 その他 11月2日(土) 12月6日(金) -

43 神奈川県 平塚市立港小学校 小出美穂 伝統芸能 箏 6月25日(火) 6月26日(水) 6月27日(木)

44 神奈川県 神奈川県立金沢総合高等学校 大木富夫 演劇 その他 7月4日(木) 7月11日(木) 7月18日(木)

45 神奈川県 平塚市立吉沢小学校 小出美穂 伝統芸能 箏 6月10日(月) 6月17日(月) 6月24日(月)

46 神奈川県 神奈川県立横浜南養護学校 能見広伸 舞踊 身体表現 9月13日(金) 9月20日(金) 9月27日(金)

47 神奈川県 平塚市立土沢中学校 小出美穂 伝統芸能 箏 6月20日(木) 6月21日(金) -

48 神奈川県 神奈川県立藤沢清流高等学校 田村大 メディア芸術 映画 6月4日(火) 6月11日(火) 7月17日(水)
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1 新潟県 新発田市立第一中学校 高橋淳 音楽 声楽 10月22日(月)

2 新潟県 五泉市立村松小学校 三宅伸哉 音楽 その他 10月29日(月) 10月30日(火) 10月31日(水)

3 新潟県 五泉市立愛宕小学校 三宅伸哉 音楽 その他 10月29日(月) 10月30日(火)

4 新潟県 五泉市立大蒲原小学校 三宅伸哉 音楽 その他 10月31日(水)

5 新潟県 長岡市立旭岡中学校 柳澤魁秀 美術 書 10月16日(火)

6 新潟県 燕市立燕北中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月9日(土) 8月16日(木) 8月17日(金)

7 新潟県 長岡市立江陽中学校 板倉久徳 音楽 管楽器 6月22日(金) 7月14日(土) 8月4日(土)

8 新潟県 燕市立小中川小学校 小林和子 音楽 その他 6月10日(日) 6月24日(日) 10月25日(木)

9 新潟県 燕市立燕北小学校 小林和子 音楽 その他 6月20日(水) 7月18日(水) 11月28日(水)

10 新潟県 燕市立燕南小学校 小林和子 音楽 その他 6月25日(月) 7月9日(月) 12月10日(月)

11 新潟県 三条市立第一中学校 野上博幸 音楽 管楽器 6月5日(火) 7月3日(火) 10月5日(金)

12 新潟県 長岡市立東中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月19日(火) 6月20日(水) 11月2日(金)

13 新潟県 加茂市立加茂中学校 藤田豊 音楽 管楽器 6月21日(木) 7月11日(水) 7月15日(日)

14 新潟県 田上町立羽生田小学校 小林和子 音楽 その他 6月19日(火)

15 新潟県 燕市立大関小学校 小林和子 音楽 その他 6月6日(水) 7月11日(水) 9月11日(火)

16 新潟県 胎内市立築地小学校 小林和子 音楽 その他 9月18日(火) 10月4日(木) 10月19日(金)

17 新潟県 南魚沼市立城内小学校 栗田智雄 音楽 管楽器 11月19日(月)

18 新潟県 南魚沼市立五十沢小学校 栗田智雄 音楽 管楽器 11月20日(火)

19 新潟県 上越市立飯小学校 池谷文孝 音楽 管楽器 7月6日(金) 8月3日(金) 8月11日(土)

20 新潟県 佐渡市立松ヶ崎小学校 稲場勇夫 伝統芸能 その他 9月11日(火) 9月18日(火) 10月23日(火)

21 新潟県 南魚沼市立後山小学校 佐々木陽子 音楽 その他 12月6日(木)

22 新潟県 長岡市立北辰中学校 板倉久徳 音楽 管楽器 6月8日(金) 6月29日(金) 7月27日(金)

23 新潟県 新発田市立紫雲寺中学校 金子健治 音楽 管楽器 9月29日(土) 10月20日(土) 11月23日(金)

24 新潟県 新発田市立七葉中学校 板倉久徳 音楽 管楽器 6月23日(土) 6月30日(土) 7月15日(日)
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1 富山県 滑川市立寺家小学校 木村桜子 音楽 弦楽器 12月2日(月) - -

2 富山県 滑川市立東部小学校 木村桜子 音楽 弦楽器 12月3日(火) - -

3 富山県 滑川市立西部小学校 木村桜子 音楽 弦楽器 12月4日(水) - -

4 富山県 滑川市立北加積小学校 木村桜子 音楽 弦楽器 12月5日(木) - -

5 富山県 滑川市立東加積小学校 木村桜子 音楽 弦楽器 12月5日(木) - -

6 富山県 滑川市立田中小学校 木村桜子 音楽 弦楽器 12月6日(金) - -

7 富山県 滑川市立南部小学校 木村桜子 音楽 弦楽器 12月6日(金) - -

8 富山県 富山県立富山高等支援学校 宮腰悠花 伝統芸能 箏 11月27日(水) - -

9 富山県 上市町立白萩西部小学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 7月22日(日) 9月3日(月) 9月10日(月)
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1 石川県 小松市立松東中学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 6月25日(火) - -

2 石川県 珠洲市立大谷小中学校 福田文子 音楽 弦楽器 12月16日(月) 12月17日(火) -

3 石川県 能登町立能都中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月13日(土) 7月14日(日) 12月16日(月)

4 石川県 能登町立小木中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月25日(木) 7月26日(金) 12月27日(金)

5 石川県 金沢市立浅野町小学校 平野利明 生活文化 その他 6月4日(火) 6月27日(木) 7月17日(水)

6 石川県 羽咋市立粟ノ保小学校 高市梓 音楽 弦楽器 12月9日(月) - -

7 石川県 珠洲市立飯田小学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月26日(水) 6月27日(木) 11月26日(火)

8 石川県 羽咋市立余喜小学校 高市梓 音楽 その他 12月10日(火) - -

9 石川県 珠洲市立三崎中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 10月22日(火) 10月23日(水) 11月22日(金)

10 石川県 珠洲市立緑丘中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 7月25日(木) 7月26日(金) 12月27日(金)

11 石川県 石川県立飯田高等学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月22日(月) 10月7日(月) 10月8日(火)

12 石川県 石川県立輪島高等学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月17日(水) 7月18日(木) 12月21日(土)

13 石川県 金沢市立富樫小学校 柳浦慎史 音楽 管楽器 9月3日(火) 9月4日(水) -

14 石川県 金沢市立富樫小学校 上坂朋佑 音楽
パーカッ
ション

9月20日(金) - -
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1 福井県 小浜市立小浜中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 9月25日(水) 9月26日(木) 9月27日(金)

2 福井県 福井県立武生商業高等学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 6月18日(火) 9月30日(月) -

3 福井県 敦賀市立粟野中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月10日(水) 9月13日(金) 11月11日(月)

4 福井県 嶺南西特別支援学校 上嶋みゆき 舞踊 その他 7月2日(火) 7月4日(木) 7月23日(火)

5 福井県 大野市陽明中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 10月1日(火) 10月2日(水) -

6 福井県 敦賀市立粟野南小学校 山口健太郎 音楽 弦楽器 10月16日(水) - -

7 福井県 敦賀市立黒河小学校 山口健太郎 音楽 弦楽器 10月16日(水) - -

8 福井県 敦賀市立角鹿中学校 久野泰典 音楽 管楽器 6月18日(火) 9月12日(木) 11月9日(土)

9 福井県 福井市社北小学校 福岡聡子 伝統芸能 能楽 11月28日(木) - -

10 福井県 福井県立羽水高等学校 久野泰典 音楽 管楽器 8月8日(木) 9月14日(土) 11月20日(水)

11 福井県 永平寺町立上志比中学校 福岡聡子 伝統芸能 能楽 10月31日(木) - -

12 福井県 敦賀市立松陵中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月3日(月) 9月6日(金) 10月3日(木)

13 福井県 越前市武生第六中学校 久野泰典 音楽 管楽器 7月17日(水) 9月20日(金) 12月5日(木)

14 福井県 福井市社西小学校 福岡聡子 伝統芸能 能楽 10月23日(水) - -

15 福井県 永平寺町立永平寺中学校 福岡聡子 伝統芸能 能楽 10月24日(木) - -

16 福井県 高浜町立高浜中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月5日(金) 9月11日(水) 11月12日(火)

17 福井県 福井県立三国高等学校 久野泰典 音楽 管楽器 7月25日(木) 9月17日(火) 11月14日(木)

18 福井県 越前市万葉中学校 久野泰典 音楽 管楽器 6月21日(金) 9月29日(日) 11月22日(金)

19 福井県 福井県立若狭東高等学校 久野泰典 音楽 管楽器 7月5日(金) 9月18日(水) 11月18日(月)

20 福井県 越前市花筐小学校 福岡聡子 伝統芸能 能楽 11月15日(金) - -

21 福井県 池田町立池田中学校 福岡聡子 伝統芸能 能楽 11月27日(水) - -

22 福井県 永平寺町立松岡中学校 福岡聡子 伝統芸能 能楽 10月21日(月) 10月23日(水) -



令和元年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業） 実施校一覧

大項目 中項目 第1回 第2回 第3回

実施分野 実施日

講師氏名番号
都道府県・
政令指定都

市
実施希望校

1 山梨県 山梨県立吉田高等学校 長崎理恵 演劇
ミュージカ
ル

6月18日(火) 6月29日(土) -

2 山梨県 中央市立玉穂中学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 7月16日(火) 7月17日(水) 7月18日(木)

3 山梨県 甲府市立甲運小学校 越智伸明 美術 彫刻 11月20日(水) 12月3日(火) 12月18日(水)

4 山梨県 富士河口湖町立勝山中学校 中橋敏彦 伝統芸能 和太鼓 8月14日(水) 8月15日(木) 10月19日(土)

5 山梨県 山梨県立甲府南高等学校 大槻義昭 音楽 その他 7月26日(金) - -

6 山梨県 山梨県立甲府南高等学校 渡邊豊秀 音楽 管楽器 6月9日(日) 6月16日(日) -
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1 長野県 松本市立筑摩小学校 早川潔 音楽 管楽器 6月25日(火) 7月2日(火) 7月18日(木)

2 長野県 御代田町立御代田南小学校 早川潔 音楽 管楽器 6月18日(火) 10月4日(金) 12月3日(火)

3 長野県 長野県長野吉田高等学校戸隠分校 山口輝文 伝統芸能 その他 7月5日(金) 7月12日(金) 7月19日(金)

4 長野県 長野養護学校高等部朝陽教室 増澤珠美 演劇 現代劇 10月3日(木) 12月19日(木) 12月20日(金)

5 長野県 青木村立青木小学校 早川潔 音楽 管楽器 6月6日(木) 10月24日(木) 11月21日(木)

6 長野県 上田市立西内小学校 早川潔 音楽 管楽器 6月3日(月) 7月8日(月) 10月7日(月)

7 長野県 上田市立武石小学校 早川潔 音楽 管楽器 6月11日(火) 7月19日(金) 10月11日(金)

8 長野県 長野県長野ろう学校 藤野透 演劇 人形劇 7月18日(水) 12月4日(火)

9 長野県 坂城町立南条小学校 早川潔 音楽 管楽器 7月9日(火) 10月1日(火) 10月17日(木)

10 長野県 千曲市立戸倉小学校 山極祥瑛 伝統芸能 その他 12月3日(火) - -

11 長野県 千曲市立戸倉小学校 小林多佳子 伝統芸能 箏 12月10日(火) - -

12 長野県 伊那市立西箕輪中学校 中森道子 伝統芸能 和太鼓 6月14日(金) 7月12日(金) 9月6日(金)

13 長野県 長野県伊那養護学校 塩原良 伝統芸能 和太鼓 9月18日(水) 9月25日(水) 10月2日(水)

14 長野県 長野県諏訪養護学校 吉田伊津子 音楽 ピアノ 6月4日(火) 10月1日(火) 12月17日(火)

15 長野県 千曲市立治田小学校 早川潔 音楽 管楽器 6月13日(木) 6月20日(木) 11月25日(月)

16 長野県 根羽村立根羽小学校 片桐以和登 伝統芸能 和太鼓 6月12日(水) 9月18日(水) 10月2日(水)

17 長野県 小諸市立野岸小学校 早川潔 音楽 管楽器 7月16日(火) 10月8日(火) 11月28日(木)

18 長野県 飯田市立竜東中学校 五十里洋子 演劇 人形劇 6月8日(金) 7月6日(金) 7月27日(金)

19 長野県 飯田市立座光寺小学校 水上隆 演劇 人形劇 6月21日(金) 7月19日(金) 8月2日(金)

20 長野県 飯田市立川路小学校 服部哲雄 演劇 人形劇 6月11日(火) 6月26日(水) 7月12日(金)

21 長野県 飯田市立追手町小学校 安藤勝司 演劇 人形劇 6月7日(金) 7月3日(水) 7月17日(水)

22 長野県 飯田市立千代小学校 鈴木浩江 演劇 人形劇 6月4日(火) 7月10日(水) 7月23日(火)

23 長野県 飯田市立下久堅小学校 五十里洋子 演劇 人形劇 6月4日(火) 6月25日(火) 7月19日(金)

24 長野県 飯田市立千栄小学校 五十里洋子 演劇 人形劇 6月6日(木) 7月10日(水) 10月23日(水)

25 長野県 飯田市立緑ヶ丘中学校 服部哲雄 演劇 人形劇 7月13日(土) 7月27日(土) 9月7日(土)

26 長野県 飯田市立鼎中学校 伊東亜由美 演劇 人形劇 6月8日(土) 7月29日(月) 9月7日(土)
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27 長野県 飯田市立山本小学校 鈴木浩江 演劇 人形劇 6月6日(木) 7月3日(水) 7月29日(月)

28 長野県 飯田市立遠山中学校 平澤一也 伝統芸能 その他 8月30日(金) 9月21日(土) 9月27日(金)

29 長野県 飯田市立和田小学校 楠光正 演劇 人形劇 6月27日(木) 7月18日(木) 10月17日(木)

30 長野県 飯田市立竜峡中学校 木下文子 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月15日(土) 7月13日(土) 9月14日(土)

31 長野県 飯田市立高陵中学校 伊坪司朗 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月5日(水) 8月28日(水) 9月18日(水)

32 長野県 飯田市立旭ヶ丘中学校 永草友二 演劇 人形浄瑠璃 6月8日(土) 7月28日(日) 10月26日(土)
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1 岐阜県 山県市立伊自良中学校 堀青衣子 音楽 弦楽器 11月22日(金) - -

2 岐阜県 山県市立富岡小学校 堀青衣子 音楽 弦楽器 11月20日(水) - -

3 岐阜県 山県市立大桑小学校 大嶋康司 音楽 その他 10月23日(水) - -

4 岐阜県 山県市立美山小学校 大嶋康司 音楽 その他 10月24日(木) - -

5 岐阜県 山県市立桜尾小学校 大嶋康司 音楽 その他 10月25日(金) - -

6 岐阜県 山県市立梅原小学校 堀青衣子 音楽 弦楽器 11月21日(木) - -

7 岐阜県 山県市立伊自良南小学校 堀青衣子 音楽 弦楽器 11月21日(木) - -

8 岐阜県 山県市立いわ桜小学校 堀青衣子 音楽 弦楽器 11月22日(金) - -

9 岐阜県 山県市立高富小学校 大嶋康司 音楽 その他 10月24日(木) - -

10 岐阜県 山県市立伊自良北小学校 大嶋康司 音楽 その他 10月23日(水) - -

11 岐阜県 山県市立高富小学校 堀青衣子 音楽 弦楽器 11月20日(水) - -

12 岐阜県 各務原市立蘇原中学校 飯盛勢也 大衆芸能 落語 11月19日(火) - -

13 岐阜県 海津市立大江小学校 野口久 伝統芸能 能楽 6月3日(日) 7月16日(月) 10月8日(月)

14 岐阜県 海津市立海西小学校 野口久 伝統芸能 能楽 6月3日(日) 7月16日(月) 10月8日(月)

15 岐阜県 笠松町立下羽栗小学校 日原典子 伝統芸能 箏 12月6日(金) 12月13日(金) -

16 岐阜県 養老町立上多度小学校 渡辺泰幸 美術 彫刻 7月6日(金) 10月4日(木) 12月7日(金)

17 岐阜県 郡上市立高鷲北小学校 田中基尊 舞踊 現代舞踊 11月8日(金) 11月16日(土) -

18 岐阜県 岐阜県立海津明誠高等学校 野崎里恵 生活文化 その他 12月3日(火) 12月12日(木) -

19 岐阜県 岐阜県立中津商業高等学校 木許隆 音楽 管楽器 7月27日(土) 8月3日(土) 12月14日(土)

20 岐阜県 大垣市立南小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 6月10日(月) 6月24日(月) -

21 岐阜県 中津川市立阿木小学校 市川敦規 文学 朗読 6月3日(日) 6月4日(月) 6月10日(日)

22 岐阜県 飛騨市立河合小学校 小栗幸江 伝統芸能 歌舞伎 10月2日(水) 10月3日(木) 10月4日(金)

23 岐阜県 岐阜県立岐阜城北高等学校 沖侑宇子 舞踊 その他 11月6日(水) 11月25日(月) 12月9日(月)

24 岐阜県 大垣市立興文小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 10月7日(月) 10月21日(月) 11月18日(月)

25 岐阜県 郡上市立牛道小学校 川口亜香 伝統芸能 和太鼓 7月5日(金) 10月18日(金) 11月8日(金)

26 岐阜県 岐阜県立恵那南高等学校 木許隆 音楽 管楽器 6月8日(土) 7月21日(日) 12月7日(土)
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27 岐阜県 笠松町立笠松小学校 日原典子 伝統芸能 箏 12月10日(火) 12月11日(水) 12月12日(木)

28 岐阜県 岐阜県立土岐紅陵高等学校 加藤保幸 美術 その他 9月4日(水) 9月11日(水) 9月18日(水)

29 岐阜県 郡上市立相生小学校 河合晴美 音楽 声楽 10月16日(水) 10月17日(木) -

30 岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 木許隆 音楽 その他 7月27日(土) 8月3日(土) 12月27日(金)
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1 静岡県 南伊豆町立南伊豆東中学校 中原朋哉 音楽 管楽器 10月22日(火) - -

2 静岡県 静岡県立磐田南高等学校 桐生大輔 音楽 管楽器 10月1日(火) - -

3 静岡県 焼津市立大井川西小学校 須賀令奈 演劇 その他 11月14日(木) - -

4 静岡県 川根本町立中央小学校 高見信行 音楽 管楽器 10月17日(木) - -

5 静岡県 川根本町立本川根小学校 高見信行 音楽 管楽器 10月16日(水) - -

6 静岡県 川根本町立中川根第一小学校 高見信行 音楽 管楽器 10月16日(水) - -

7 静岡県 静岡県立伊豆総合高等学校土肥分校 木内琴子 文学 朗読 10月15日(火) - -

8 静岡県 川根本町立中川根南部小学校 高見信行 音楽 管楽器 10月17日(木) - -

9 静岡県 御前崎市立浜岡東小学校 伊達伸子 音楽 声楽 9月19日(木) 10月4日(金) 10月17日(木)

10 静岡県 沼津市立大平小学校 赤塚大輔 舞踊 その他 12月10日(火) - -

11 静岡県 伊東市立富戸小学校 杉田純子 音楽 声楽 10月28日(月) 11月13日(水) -

12 静岡県 伊東市立池小学校 杉田純子 音楽 声楽 11月8日(金) 11月25日(月) 12月9日(月)

13 静岡県 袋井市立笠原小学校 田中裕馬 伝統芸能 和太鼓 7月16日(火) 9月12日(木) -

14 静岡県 小山町立足柄小学校 小川正毅 音楽 管楽器 12月2日(月) 12月3日(火) -

15 静岡県 静岡県立沼津聴覚特別支援学校 善岡修 演劇 人形劇 12月10日(火) - -

16 静岡県 河津町立南小学校 杉田純子 音楽 声楽 10月25日(金) 11月29日(金) 12月13日(金)

17 静岡県 南伊豆町立南伊豆東小学校 杉田純子 音楽 声楽 10月7日(月) - -

18 静岡県 南伊豆町立南中小学校 杉田純子 音楽 声楽 7月5日(金) 7月12日(金) 10月11日(金)

19 静岡県 裾野市立富岡第一小学校 小川正毅 音楽 管楽器 6月13日(木) 6月14日(金) -

20 静岡県 裾野市立富岡第二小学校 小川正毅 音楽 管楽器 9月24日(火) 9月25日(水) 9月30日(月)

21 静岡県 伊東市立川奈小学校 杉田純子 音楽 声楽 7月8日(月) 9月29日(日) 11月22日(金)

22 静岡県
静岡県立沼津特別支援学校伊豆田方
分校

白鳥正人 美術 書 7月3日(水) 7月10日(水) 9月18日(水)

23 静岡県 三島市立中郷中学校 草間路代 伝統芸能 箏 11月27日(水) 12月4日(水) -

24 静岡県 函南町立丹那小学校 戸上眞里 音楽 弦楽器 11月5日(火) - -

25 静岡県 熱海市立桃山小学校 鈴木潤 音楽 その他 10月28日(月) - -

26 静岡県 沼津市立内浦小学校 小林教子 音楽 声楽 11月8日(金) - -
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27 静岡県 熱海市立網代小学校 杉田純子 音楽 声楽 10月2日(水) 10月9日(水) 10月18日(金)

28 静岡県 森町立三倉小学校 牧山佐知子 演劇 現代劇 6月4日(火) 9月4日(水) 9月19日(木)

29 静岡県 静岡県立浜松大平台高等学校 大岡淳 演劇 現代劇 10月21日(月) 10月28日(月) -

30 静岡県 掛川市立西山口小学校 伊達伸子 音楽 声楽 7月22日(月) 9月9日(月) 10月15日(火)

31 静岡県 菊川市立堀之内小学校 伊達伸子 音楽 声楽 9月9日(月) 9月30日(月) 10月21日(月)

32 静岡県 熱海市立第二小学校 杉田純子 音楽 声楽 10月4日(金) 10月18日(金) -
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1 愛知県 岩倉市立岩倉東小学校 中澤利彦 舞踊 現代舞踊 10月21日(月) 10月24日(木) 10月29日(火)

2 愛知県 あま市立正則小学校 野口久 伝統芸能 能楽 6月14日(金) 9月5日(木) 10月24日(木)

3 愛知県 一宮市立宮西小学校 三宅伸哉 音楽 その他 9月30日(月) 10月1日(火) 10月2日(水)

4 愛知県 豊田市立御作小学校 早川あみ 音楽 声楽 10月3日(木) 12月19日(木) -

5 愛知県 豊明市立豊明小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 9月26日(木) - -

6 愛知県 刈谷市立富士松北小学校 大山敦士 美術 その他 10月3日(木) 11月21日(木) 12月4日(水)

7 愛知県 西尾市立一色西部小学校 小池良介 大衆芸能 その他 10月8日(火) - -

8 愛知県 愛知県立新城高等学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月6日(土) 8月28日(水) 12月21日(土)

9 愛知県 新城市立千郷中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月15日(土) 9月25日(水) 10月5日(土)

10 愛知県 豊山町立新栄小学校 横井恵子 音楽 声楽 6月12日(水) 9月11日(水) 10月16日(水)

11 愛知県 豊橋市立くすのき特別支援学校 池田邦太郎 音楽 ピアノ 7月4日(木) 10月22日(火) -

12 愛知県 津島市立神守中学校 加藤洋輝 伝統芸能 能楽 10月15日(火) - -

13 愛知県 新城市立東郷中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月12日(水) 8月24日(土) 10月12日(土)

14 愛知県 西尾市立一色中学校 山本眞輔 美術 彫刻 6月4日(火) - -

15 愛知県 愛知県立新城東高等学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月12日(金) 8月31日(土) 11月16日(土)

16 愛知県 豊橋市立前芝小学校 鈴木郷太 演劇 現代劇 6月5日(水) 6月6日(木) 6月7日(金)

17 愛知県 清須市立西枇杷島小学校 大久保智子 伝統芸能 箏 11月25日(月) - -

18 愛知県 北名古屋市立西春小学校 岩田恭彦 伝統芸能 その他 11月29日(金) - -

19 愛知県 豊明市立大宮小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 9月26日(木) - -

20 愛知県 清須市立古城小学校 大久保智子 伝統芸能 箏 11月26日(火) - -

21 愛知県 豊橋市立松山小学校 鈴木郷太 演劇 現代劇 6月25日(火) 9月27日(金) 10月25日(金)

22 愛知県 西尾市立荻原小学校 小澤寛 演劇 現代劇 10月25日(金) 10月30日(水) 11月6日(水)

23 愛知県 津島市立暁中学校 加藤洋輝 伝統芸能 能楽 10月16日(水) - -

24 愛知県 北名古屋市立五条小学校 横井恵子 音楽 声楽 6月26日(水) 10月29日(火) 10月30日(水)

25 愛知県 新城市立八名中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月17日(月) 9月3日(火) 11月9日(土)

26 愛知県 豊橋市立本郷中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月8日(土) 9月7日(土) 11月2日(土)
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27 愛知県 津島市立藤浪中学校 加藤洋輝 伝統芸能 能楽 10月17日(木) - -

28 愛知県 愛知県立蒲郡高等学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月3日(月) 9月12日(木) 12月9日(月)

29 愛知県 西尾市立横須賀小学校 小澤寛 演劇 現代劇 10月23日(水) 11月1日(金) 11月8日(金)

30 愛知県 清須市立清洲東小学校 大久保智子 伝統芸能 箏 11月29日(金) - -

31 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 大久保智子 伝統芸能 箏 12月9日(月) - -

32 愛知県 新城市立鳳来中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月15日(土) 8月24日(土) 10月5日(土)

33 愛知県 北名古屋市立師勝東小学校 大久保智子 伝統芸能 箏 11月27日(水) - -

34 愛知県 津島市立天王中学校 加藤洋輝 伝統芸能 能楽 10月18日(金) - -

35 愛知県 清須市立桃栄小学校 大久保智子 伝統芸能 箏 12月11日(水) - -

36 愛知県 新城市立新城中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月17日(月) 8月4日(日) 10月19日(土)

37 愛知県 清須市立春日小学校 大久保智子 伝統芸能 箏 11月29日(金) - -

38 愛知県 北名古屋市立栗島小学校 大久保智子 伝統芸能 箏 12月10日(火) - -

39 愛知県 北名古屋市立白木小学校 大久保智子 伝統芸能 箏 11月28日(木) - -
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1 三重県 三重県立盲学校 片岡亮太 音楽
パーカッ
ション

7月17日(水) 11月9日(土) -

2 三重県 四日市市立西笹川中学校 馬場浩子 音楽 声楽 10月17日(木) 10月23日(水) 10月29日(火)

3 三重県 津市立戸木小学校 宗像佳代 演劇 その他 12月5日(木) 12月6日(金) -

4 三重県 四日市市立三滝中学校 馬場浩子 音楽 声楽 10月11日(金) 10月25日(金) 11月6日(水)

5 三重県 津市立明合小学校 宗像佳代 演劇 その他 10月31日(木) 11月1日(金) -

6 三重県 伊賀市立上野西小学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 7月4日(木) - -

7 三重県 津市立大里小学校 宗像佳代 演劇 その他 10月31日(木) 11月1日(金) -

8 三重県 鈴鹿市立玉垣小学校 宗像佳代 演劇 その他 6月13日(木) 6月14日(金) -

9 三重県 伊賀市立友生小学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 7月1日(月) 7月2日(火) 7月3日(水)

10 三重県 松阪市立松尾小学校 伊藤潤一 美術 書 10月15日(火) 10月22日(火) 10月29日(火)

11 三重県 津市立櫛形小学校 宗像佳代 演劇 その他 6月12日(水) - -

12 三重県
三重県立かがやき特別支援学校あすな
ろ分校

水谷忍 伝統芸能 和太鼓 6月3日(月) - -

13 三重県 津市立神戸小学校 宗像佳代 演劇 その他 11月14日(木) 11月15日(金) -

14 三重県 名張市立百合が丘小学校 長船侍夢 美術 洋画 10月8日(火) 10月29日(火) -

15 三重県 明和町立上御糸小学校 宗像佳代 演劇 その他 10月21日(月) 10月24日(木) 10月25日(金)

16 三重県 松阪市立中部中学校 服部博之 伝統芸能 和太鼓 11月11日(月) 11月12日(火) 11月15日(金)

17 三重県 津市立雲出小学校 宗像佳代 演劇 その他 6月20日(木) 6月21日(金) -

18 三重県 四日市市立三重平中学校 馬場浩子 音楽 声楽 10月7日(月) 10月21日(月) 10月28日(月)

19 三重県 四日市市立港中学校 馬場浩子 音楽 声楽 10月10日(木) 10月24日(木) 11月1日(金)

20 三重県 四日市市立常磐小学校 馬場浩子 音楽 声楽 10月23日(水) 10月29日(火) 11月8日(金)

21 三重県 津市立南立誠小学校 丸山亮子 音楽 ピアノ 11月27日(水) - -

22 三重県 四日市市立常磐中学校 馬場浩子 音楽 声楽 10月15日(火) 10月21日(月) 10月25日(金)

23 三重県 津市立一志東小学校 服部博之 伝統芸能 和太鼓 6月28日(金) 9月17日(火) 11月5日(火)

24 三重県 名張市立薦原小学校 長船侍夢 美術 洋画 10月15日(火) 10月18日(金) 10月21日(月)

25 三重県 四日市市立富洲原中学校 馬場浩子 音楽 声楽 10月10日(木) 10月17日(木) 10月24日(木)

26 三重県 四日市市立橋北中学校 馬場浩子 音楽 声楽 10月4日(金) 10月15日(火) 10月28日(月)
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27 三重県 四日市市立羽津中学校 馬場浩子 音楽 声楽 10月11日(金) 10月22日(火) 11月5日(火)

28 三重県 伊賀市立柘植小学校 壽孝博 大衆芸能 漫才 6月13日(木) 12月17日(火) -
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1 滋賀県 大津市立唐崎中学校 麻植美弥子 伝統芸能 箏 12月2日(月) 12月3日(火) -

2 滋賀県 大津市立富士見小学校 山中雅博 音楽 声楽 11月20日(水) 11月21日(木) -

3 滋賀県 彦根市立佐和山小学校 宗像佳代 演劇 その他 12月5日(木) 12月6日(金) -

4 滋賀県
滋賀県立長浜養護学校
伊吹分教室

長澤和仁 美術 その他 12月4日(水) 12月6日(金) 12月17日(火)

5 滋賀県 大津市青山中学校 麻植美弥子 伝統芸能 箏 12月16日(月) 12月17日(火) -

6 滋賀県 守山市立小津小学校 小西麻衣子 美術 その他 6月5日(火) 6月12日(火) 9月18日(火)

7 滋賀県 彦根市立城北小学校 宗像佳代 演劇 その他 6月6日(木) 6月7日(金) -

8 滋賀県 滋賀県立膳所高等学校 越田悟全 美術 写真 11月21日(木) 11月22日(金) -

9 滋賀県 滋賀県立守山養護学校 萩原吉樹 音楽 ピアノ 6月21日(金) 11月29日(金) -

10 滋賀県 大津市立皇子山中学校 井口はる菜 伝統芸能 箏 11月25日(月) 12月2日(月) 12月9日(月)

11 滋賀県 長浜市立富永小学校 野々垣惠信 演劇
ミュージカ
ル

10月30日(水) 11月5日(火) 11月8日(金)

12 滋賀県 高島市立安曇小学校 神堀美紗 音楽 ピアノ 6月17日(月) - -

13 滋賀県 高島市立高島小学校 西川茉利奈 音楽 弦楽器 6月28日(金) - -

14 滋賀県 高島市立高島中学校 西川茉利奈 音楽 弦楽器 6月28日(金) - -

15 滋賀県 滋賀県立草津養護学校（高等部） 阿曽沼直子 美術 書 11月25日(月) - -

16 滋賀県 滋賀県立草津養護学校（中学部） 松丸勝仁 伝統芸能 和太鼓 11月13日(水) - -

17 滋賀県 米原市立河南中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月13日(木) 9月10日(火) 11月1日(金)

18 滋賀県 米原市立米原中学校 中尾友紀 音楽 管楽器 6月18日(火) 9月2日(月) 12月5日(木)

19 滋賀県 米原市立双葉中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月18日(火) 9月4日(水) 11月3日(日)

21 滋賀県 東近江市立五個荘中学校 澤嶋愛子 音楽 その他 7月6日(土) 7月20日(土) 8月17日(土)

22 滋賀県 長浜市立南中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月16日(日) 9月28日(土) 11月3日(日)

23 滋賀県 竜王町立竜王中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月13日(木) 9月17日(火) 11月14日(木)
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1 京都府 京都府立宮津高等学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月12日(水) 8月10日(土) 12月4日(水)

2 京都府 京田辺市立三山木小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 11月26日(火) 11月29日(金) 12月3日(火)

3 京都府 京田辺市立薪小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 7月11日(木) 11月21日(木) 12月13日(金)

4 京都府 城陽市立久津川小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 6月10日(月) 6月14日(金) 10月24日(木)

5 京都府 宇治市立伊勢田小学校 高橋絋介 演劇 現代劇 11月27日(水) 11月29日(金) 12月4日(水)

6 京都府 宇治市立御蔵山小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 6月6日(木) 6月13日(木) 9月7日(土)

7 京都府 宇治市立西宇治中学校 桑山紀彦 メディア芸術
メディア
アート

10月22日(火) - -

8 京都府 宇治市立北槇島小学校 土肥辰也 演劇 現代劇 11月20日(水) 11月25日(月) 11月28日(木)

9 京都府 八幡市立くすのき小学校 小谷常 演劇 人形劇 10月31日(木) 11月1日(金) -

10 京都府 八幡市立八幡小学校 小谷常 演劇 人形劇 12月12日(木) 12月13日(金) -

11 京都府 宇治市立西小倉中学校 桑山紀彦 メディア芸術
メディア
アート

10月22日(火) - -

12 京都府 立命館高等学校 柴田紘亨 音楽 管楽器 9月25日(水) 10月30日(水) 11月20日(水)

13 京都府 亀岡市立千代川小学校 山下英紀 伝統芸能 和太鼓 6月5日(水) 6月12日(水) -

14 京都府 亀岡市立千代川小学校 久納博子 生活文化 華道 6月13日(木) - -

15 京都府 亀岡市立曽我部小学校 木村活也 演劇 その他 11月22日(金) - -

16 京都府 城陽市立久世小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 6月3日(月) 6月7日(金) 6月17日(月)

17 京都府 京都府立洛西高等学校 村井博之 音楽 管楽器 7月29日(月) 8月21日(水) 9月15日(日)

18 京都府 平安女学院高等学校 柴田紘亨 音楽 管楽器 9月26日(木) 10月24日(木) 11月21日(木)

19 京都府 宇治市立大開小学校 大橋敏裕 演劇 現代劇 12月10日(火) 12月16日(月) 12月18日(水)

20 京都府 京都府立聾学校舞鶴分校 柳瀬恵子 演劇 人形劇 6月28日(金) - -

21 京都府 宇治市立莵道小学校 高橋絋介 演劇 現代劇 12月2日(月) 12月3日(火) 12月6日(金)

22 京都府 京都府立京都八幡高等学校 今田孝一 音楽 管楽器 9月15日(日) 10月13日(日) 11月10日(日)

23 京都府 宇治市立南小倉小学校 大橋敏裕 演劇 現代劇 10月7日(月) 10月15日(火) 10月28日(月)

24 京都府 亀岡市立青野小学校 河島秀法 美術 その他 10月15日(火) 11月19日(火) -

25 京都府 京都府立鴨沂高等学校 河村晴久 伝統芸能 能楽 9月28日(土) 10月26日(土) 12月14日(土)

26 京都府 宇治市立宇治小学校 土肥辰也 演劇 現代劇 12月11日(水) 12月12日(木) 12月13日(金)
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27 京都府 宇治市立莵道第二小学校 大橋敏裕 演劇 現代劇 11月6日(水) 11月13日(水) 11月21日(木)

28 京都府 向日市立第２向陽小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 6月17日(月) 6月26日(水) 7月5日(金)

29 京都府 向日市立第３向陽小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 11月20日(水) 11月21日(木) -

30 京都府 向日市立第５向陽小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 6月14日(金) 6月18日(火) 7月5日(金)

31 京都府 向日市立第６向陽小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 10月11日(金) 10月15日(火) 10月18日(金)

32 京都府 宇治市立西小倉小学校 高橋絋介 演劇 現代劇 10月10日(木) 10月17日(木) 10月24日(木)

33 京都府 京都府立嵯峨野高等学校 茂山正邦 伝統芸能 その他 6月4日(火) 7月11日(木) 8月29日(木)

34 京都府 向日市立第４向陽小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 10月11日(金) 10月15日(火) 10月18日(金)

35 京都府 京都府立洛北高等学校附属中学校 中田充子 伝統芸能 日本舞踊 7月5日(金) 7月12日(金) 8月27日(火)

36 京都府 京都府立鳥羽高等学校 大澤健一 音楽 その他 6月9日(日) 7月20日(土) 7月21日(日)

37 京都府 京都教育大学附属桃山小学校 林美恵子 伝統芸能 箏 10月18日(金) 10月25日(金) 11月1日(金)
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1 大阪府 高槻市立柳川小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 11月8日(金) 11月15日(金) 11月22日(金)

2 大阪府 東大阪市立新喜多中学校 安藤広二 舞踊 身体表現 10月11日(金) - -

3 大阪府 東大阪市立布施小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 10月28日(月) - -

4 大阪府 東大阪市立高井田西小学校 金田久和 大衆芸能 落語 11月14日(木) - -

5 大阪府 吹田市立高野台小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 6月3日(月) - -

6 大阪府 吹田市立豊津第一小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月25日(火) 6月26日(水) 6月27日(木)

7 大阪府 枚方市立楠葉中学校 安藤広二 舞踊 身体表現 10月17日(木) - -

8 大阪府 枚方市立第二中学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月1日(金) - -

9 大阪府 枚方市立樟葉南小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月22日(金) - -

10 大阪府 豊中市立第四中学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月14日(木) - -

11 大阪府 豊中市立千成小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月29日(金) - -

12 大阪府 門真市立門真小学校 粟子真行 音楽 その他 6月5日(水) - -

13 大阪府 泉佐野市立長坂小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月15日(金) - -

14 大阪府 岸和田市立山滝小学校 前川光世 音楽 その他 6月8日(土) - -

15 大阪府 岸和田市立城東小学校 前川光世 音楽 その他 6月6日(木) 6月7日(金) -

16 大阪府 守口市立樟風中学校 碩将平 舞踊 現代舞踊 9月13日(金) 9月20日(金) 9月27日(金)

17 大阪府 八尾市立高安小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月5日(火) - -

18 大阪府 八尾市立高美小学校 井尻兼人 音楽 その他 6月13日(木) 6月14日(金) -

19 大阪府 八尾市立高安西小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 10月15日(火) - -

20 大阪府 岸和田市立山直南小学校 矢巻正輝 音楽 管楽器 6月21日(金) - -

21 大阪府 八尾市立南高安小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月26日(火) - -

22 大阪府 八尾市立桂小学校 井尻兼人 音楽 その他 6月13日(木) 6月14日(金) -

23 大阪府 八尾市立北山本小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 6月17日(月) 6月18日(火) -

24 大阪府 八尾市立八尾小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月5日(水) 6月12日(水) 6月19日(水)

25 大阪府 八尾市立大正小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月4日(火) 6月11日(火) 6月18日(火)

26 大阪府 八尾市立曙川東小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月4日(火) 6月11日(火) 6月18日(火)
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27 大阪府 八尾市立成法中学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 11月5日(火) 11月12日(火) 11月19日(火)

28 大阪府 枚方市立第三中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月8日(土) 9月7日(土) 12月1日(日)

29 大阪府 寝屋川市立第七中学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月7日(木) - -

30 大阪府 大阪府立登美丘高等学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月5日(水) 8月7日(水) 10月8日(火)

31 大阪府 大阪府立東住吉高等学校 飯室巨起 演劇 その他 8月30日(金) 9月13日(金) 9月20日(金)

32 大阪府 大阪府立長野高等学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月10日(月) 9月4日(水) 12月2日(月)

33 大阪府 常翔学園高等学校 佐藤久美子 演劇 現代劇 7月11日(木) 7月12日(金) -

34 大阪府 早稲田摂陵中学校高等学校 中村洋行 音楽 管楽器 7月18日(木) 8月3日(土) 9月5日(木)

35 大阪府 城星学園中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月11日(火) 9月9日(月) 12月3日(火)

36 大阪府 城星学園高等学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月11日(火) 9月9日(月) 12月3日(火)

37 大阪府 大谷中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月6日(木) 9月3日(火) 11月5日(火)

38 大阪府 大谷高等学校 万谷正伸 音楽 その他 6月6日(木) 9月3日(火) 11月5日(火)

39 大阪府 大阪府立大阪北視覚支援学校 中田丈次 音楽
パーカッ
ション

11月12日(火) - -

40 大阪府 大東市立泉小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 9月9日(月) 9月10日(火) -

41 大阪府 茨木市立三島中学校 多田政信 大衆芸能 落語 11月1日(金) - -

42 大阪府 岸和田市立春木中学校 安藤広二 舞踊 身体表現 12月11日(水) - -

43 大阪府 富田林市立第三中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月4日(火) 9月2日(月) 11月30日(土)

44 大阪府 岬町立淡輪小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 6月17日(月) - -

45 大阪府 八尾市立曙川小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 10月22日(火) - -

46 大阪府 八尾市立曙川小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 6月17日(月) 6月18日(火) -

47 大阪府 八尾市立永畑小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月7日(金) 6月14日(金) 6月21日(金)

48 大阪府 八尾市立西山本小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月5日(水) 6月12日(水) 6月19日(水)

49 大阪府 八尾市立南山本小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 11月1日(金) 11月8日(金) 11月15日(金)

50 大阪府 八尾市立志紀小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 10月1日(火) 10月8日(火) 10月15日(火)

51 大阪府 八尾市立美園小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月7日(金) 6月14日(金) 6月21日(金)

52 大阪府 大阪府立富田林中学校 紙本明子 演劇 現代劇 6月3日(月) 6月5日(水) 6月8日(土)
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53 大阪府 樟蔭中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月7日(日) 9月1日(日) 11月7日(木)

54 大阪府 樟蔭高等学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 7月7日(日) 9月1日(日) 11月7日(木)

55 大阪府 清教学園中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月7日(金) 9月8日(日) 11月8日(金)

56 大阪府 清教学園高等学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月7日(金) 9月8日(日) 11月8日(金)

57 大阪府 茨木市立清溪小学校 黒木陽子 演劇 現代劇 6月20日(木) 7月4日(木) 10月24日(木)

58 大阪府 岸和田市立常盤小学校 吉岡克典 音楽 弦楽器 7月16日(火) 7月17日(水) -

59 大阪府 守口市立錦中学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 9月12日(木) 9月19日(木) 9月26日(木)

60 大阪府 八尾市立志紀中学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 11月22日(金) 11月29日(金) 12月6日(金)

61 大阪府 八尾市立山本小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月6日(木) 6月13日(木) 6月20日(木)

62 大阪府 八尾市立安中小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 10月1日(火) 10月8日(火) 10月15日(火)

63 大阪府 八尾市立上之島小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月6日(木) 6月13日(木) 6月20日(木)

64 大阪府 和泉市立国府小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 7月8日(月) 7月9日(火) 7月10日(水)

65 大阪府 河内長野市立西中学校 高橋健二 音楽 その他 7月17日(水) 9月18日(水) 10月30日(水)

66 大阪府 大阪府立高槻支援学校 畑山智明 音楽 管楽器 11月26日(火) 11月28日(木) 12月3日(火)

67 大阪府 大阪府立寝屋川支援学校 Bhekumizi Joseph Nkosi 音楽
パーカッ
ション

7月9日(火) 7月11日(木) 7月12日(金)

68 大阪府 茨木市立北陵中学校 渡邉和代 演劇 現代劇 8月30日(金) 9月2日(月) 9月6日(金)

69 大阪府 八尾市立刑部小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 11月1日(金) 11月8日(金) 11月15日(金)

70 大阪府 八尾市立高美南小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月24日(月) 7月1日(月) 7月8日(月)

71 大阪府 八尾市立用和小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月3日(月) 6月10日(月) 6月17日(月)

72 大阪府 八尾市立長池小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月3日(月) 6月10日(月) 6月17日(月)

73 大阪府 八尾市立龍華中学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 11月7日(木) 11月14日(木) 11月21日(木)

74 大阪府 八尾市立上之島中学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 11月6日(水) 11月13日(水) 11月20日(水)

75 大阪府 高槻市立樫田小学校 神奈川真美 伝統芸能 その他 10月11日(金) 10月25日(金) 11月1日(金)

76 大阪府 松原市立松原第五中学校 林美穂 舞踊 身体表現 12月6日(金) - -

77 大阪府 吹田市立豊津第二小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 10月23日(水) 10月30日(水) 11月6日(水)

78 大阪府 門真市立門真はすはな中学校 康祐一 音楽 その他 10月4日(金) 10月11日(金) 10月18日(金)
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79 大阪府 茨木市立忍頂寺小学校 元林伸雄 演劇 現代劇 10月15日(火) 11月5日(火) 11月21日(木)

80 大阪府 守口市立佐太小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 9月10日(火) 9月17日(火) 9月24日(火)

81 大阪府 交野市立交野小学校 笠井昌代 伝統芸能 箏 11月14日(木) 11月15日(金) -

82 大阪府 交野市立星田小学校 笠井昌代 伝統芸能 箏 12月13日(金) 12月16日(月) -

83 大阪府 交野市立郡津小学校 笠井昌代 伝統芸能 箏 12月2日(月) 12月3日(火) -

84 大阪府 交野市立岩船小学校 笠井昌代 伝統芸能 箏 12月18日(水) - -

85 大阪府 交野市立倉治小学校 笠井昌代 伝統芸能 箏 11月12日(火) 11月13日(水) -

86 大阪府 交野市立私市小学校 吉向孝造 美術 その他 11月13日(水) 11月15日(金) 11月29日(金)

87 大阪府 守口市立守口小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 9月10日(火) 9月17日(火) 9月24日(火)

88 大阪府 八尾市立龍華小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 6月24日(月) 7月1日(月) 7月8日(月)

89 大阪府 高石市立東羽衣小学校 雑賀美可 音楽 その他 10月22日(火) 10月29日(火) -

90 大阪府 阪南市立桃の木台小学校 増田智彦 大衆芸能 落語 9月10日(火) 9月12日(木) 9月13日(金)

91 大阪府 金蘭千里中学校 元林伸雄 演劇 現代劇 7月24日(水) 7月25日(木) 8月23日(金)

92 大阪府 大阪府立春日丘高等学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 7月13日(土) 7月14日(日) 7月20日(土)

93 大阪府 大阪府立千里青雲高等学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月3日(月) 9月5日(木) 11月6日(水)

94 大阪府 大阪府立平野高等学校 藤原知之 音楽 その他 12月7日(土) - -

95 大阪府 大阪府立香里丘高等学校 池田重一 音楽 管楽器 6月8日(土) 6月16日(日) 7月7日(日)

96 大阪府 大阪府立佐野高等学校 荻山志行 大衆芸能 落語 6月4日(火) 6月28日(金) -

97 大阪府 大阪府立旭高等学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月12日(火) - -

98 大阪府 大阪府教育センター附属高等学校 大原渉平 演劇 現代劇 11月19日(火) 11月26日(火) 12月3日(火)

99 大阪府 大阪府立福井高等学校 飯室巨起 演劇 その他 9月12日(木) 9月19日(木) 9月26日(木)

100 大阪府 大阪府立淀川清流高等学校 森田眞千子 美術 その他 12月11日(水) 12月13日(金) 12月16日(月)
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1 兵庫県 豊岡市立日高東中学校 柴田紘享 音楽 管楽器 7月6日(土) 7月7日(日) 12月8日(日)

2 兵庫県 尼崎市立浜田小学校 松岡由佳 音楽 声楽 7月9日(火) - -

3 兵庫県 三田市立松が丘小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 10月29日(火) 10月30日(水) -

4 兵庫県 川西市立緑台中学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 10月25日(金) - -

5 兵庫県 尼崎市立常陽中学校 濱地洋伸 音楽 管楽器 9月14日(土) 10月12日(土) 11月16日(土)

6 兵庫県 三田市立広野小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 10月29日(火) - -

7 兵庫県 川西市立陽明小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 6月10日(月) - -

8 兵庫県 尼崎市立小園中学校 松岡由佳 音楽 声楽 7月10日(水) - -

9 兵庫県 三田市立富士中学校 村井博之 音楽 管楽器 6月22日(土) 8月24日(土) 11月17日(日)

10 兵庫県 川西市立緑台小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 6月10日(月) - -

11 兵庫県 姫路市立増位小学校 川下笑里歌 音楽 弦楽器 11月21日(木) 12月3日(火) -

12 兵庫県 たつの市立河内小学校 田中幹子 音楽 その他 11月15日(金) - -

13 兵庫県 播磨高原広域事務組合立播磨高原東小学校 石坂美佳 音楽 その他 11月22日(金) - -

14 兵庫県 たつの市立御津小学校 井口英樹 音楽 その他 11月28日(木) - -

15 兵庫県 上郡町立高田小学校 荻山志行 大衆芸能 落語 6月14日(金) - -

16 兵庫県 篠山市立八上小学校 三宅伸哉 音楽 その他 7月3日(水) 7月4日(木) -

17 兵庫県 篠山市立篠山中学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 12月16日(月) - -

18 兵庫県 兵庫県立あわじ特別支援学校 田村公規 伝統芸能 人形浄瑠璃 12月3日(火) - -

19 兵庫県 南あわじ市立松帆小学校 田村公規 伝統芸能 人形浄瑠璃 10月17日(木) - -

20 兵庫県 淡路市立志筑小学校 記虎篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月5日(水) - -

21 兵庫県 淡路市立塩田小学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 10月18日(金) - -

22 兵庫県 淡路市立北淡小学校 興津徳也 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月4日(火) - -

23 兵庫県 南あわじ市立辰美小学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月19日(木) - -

24 兵庫県 百合学院高等学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 11月4日(月) 11月14日(木) 11月21日(木)

25 兵庫県 灘高等学校 安ヵ川大樹 音楽 弦楽器 6月22日(土) - -

26 兵庫県 宝塚市立末広小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 12月3日(火) 12月4日(水) 12月9日(月)
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27 兵庫県 稲美町立加古小学校 畑岡知子 音楽 その他 6月7日(金) - -

28 兵庫県 三木市立緑が丘小学校 宮本泰江 音楽 声楽 9月25日(水) 9月26日(木) 9月27日(金)

29 兵庫県 明石市立谷八木小学校 高野巧 伝統芸能 和太鼓 6月7日(金) 10月18日(金) -

30 兵庫県 明石市立二見西小学校 高野巧 伝統芸能 和太鼓 7月5日(金) 10月11日(金) -

31 兵庫県 宍粟市立千種小学校 松井康司 音楽 声楽 6月12日(水) 7月10日(水) 10月9日(水)

32 兵庫県 宍粟市立城下小学校 茨木智博 音楽 管楽器 6月3日(月) 6月4日(火) -

33 兵庫県 宍粟市立山崎小学校 茨木智博 音楽 管楽器 6月5日(水) 6月6日(木) 6月7日(金)

34 兵庫県 宍粟市立一宮北小学校 茨木智博 音楽 管楽器 9月24日(火) - -

35 兵庫県 宍粟市立波賀小学校 茨木智博 音楽 管楽器 9月25日(水) - -

36 兵庫県 宍粟市立河東小学校 茨木智博 音楽 管楽器 9月26日(木) 9月27日(金) -

37 兵庫県 宍粟市立伊水小学校 茨木智博 音楽 管楽器 9月27日(金) - -

38 兵庫県 丹波市立東小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 7月3日(水) 7月4日(木) -

39 兵庫県 丹波市立三輪小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 7月4日(木) - -

40 兵庫県 丹波市立北小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 7月5日(金) - -

41 兵庫県 丹波市立中央小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 7月5日(金) - -

42 兵庫県 丹波市立竹田小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 10月10日(木) - -

43 兵庫県 丹波市立小川小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 10月11日(金) - -

44 兵庫県 丹波市立崇広小学校 上田敦史 伝統芸能 能楽 10月11日(金) - -

45 兵庫県 兵庫県立阪神昆陽特別支援学校 飯室巨起 演劇 その他 12月9日(月) 12月12日(木) 12月16日(月)

46 兵庫県 兵庫県立豊岡総合高等学校 平田オリザ 演劇 現代劇 9月20日(金) 10月11日(金) 11月15日(金)

47 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 飯室直樹 演劇 その他 8月26日(月) 8月30日(金) -

48 兵庫県 兵庫県立赤穂高等学校 斉田好男 音楽 その他 6月23日(日) 7月30日(火) 8月16日(金)

49 兵庫県 兵庫県立姫路北高等学校 山田紀子 演劇 現代劇 6月22日(土) 8月3日(土) 10月5日(土)

50 兵庫県 兵庫県立西宮高等学校 茅原初子 音楽 その他 9月11日(水) 9月25日(水) 10月16日(水)

51 兵庫県 兵庫県立神戸甲北高等学校 西際重剛 生活文化 その他 11月7日(木) 11月14日(木) -

52 兵庫県 兵庫県立鳴尾高等学校 坂口雅秀 音楽 弦楽器 6月8日(土) 10月26日(土) 12月14日(土)
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53 兵庫県 南あわじ市立三原志知小学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月5日(木) - -

54 兵庫県 南あわじ市立沼島小学校 記虎篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月17日(火) - -

55 兵庫県 南あわじ市立沼島中学校 記虎篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月10日(火) - -

56 兵庫県 洲本市立洲本第一小学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 12月12日(木) - -

57 兵庫県 洲本市立鳥飼小学校 伊波淑 音楽 その他 11月18日(月) - -

58 兵庫県 洲本市立都志小学校 伊波淑 音楽 その他 11月18日(月) - -

59 兵庫県 南あわじ市立倭文中学校 田村公規 伝統芸能 人形浄瑠璃 11月29日(金) - -

60 兵庫県 淡路市立中田小学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 12月16日(月) - -

61 兵庫県 南あわじ市立湊小学校 田村公規 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月3日(火) - -

62 兵庫県 洲本市立安乎小学校 伊波淑 音楽 その他 11月15日(金) - -

63 兵庫県 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 興津徳也 伝統芸能 人形浄瑠璃 11月22日(金) - -

64 兵庫県 南あわじ市立北阿万小学校 田村公規 伝統芸能 人形浄瑠璃 11月28日(木) - -

65 兵庫県 南あわじ市立倭文小学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月6日(金) - -

66 兵庫県 賢明女子学院中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月8日(月) 9月10日(火) 11月4日(月)

67 兵庫県 賢明女子学院高等学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月8日(月) 9月10日(火) 11月4日(月)

68 兵庫県 淳心学院中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月4日(木) 9月6日(金) 12月6日(金)

69 兵庫県 淳心学院高等学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月4日(木) 9月6日(金) 12月6日(金)

70 兵庫県 宍粟市立はりま一宮小学校 茨木智博 音楽 管楽器 9月30日(月) 10月1日(火) -

71 兵庫県 宍粟市立都多小学校 茨木智博 音楽 管楽器 10月1日(火) - -

72 兵庫県 宍粟市立山崎西小学校 茨木智博 音楽 管楽器 10月2日(水) - -

73 兵庫県 宍粟市立戸原小学校 茨木智博 音楽 管楽器 10月3日(木) - -

74 兵庫県 宍粟市立神野小学校 茨木智博 音楽 管楽器 10月4日(金) - -

75 兵庫県 宍粟市立千種中学校 大嶋康司 音楽 管楽器 10月16日(水) - -

76 兵庫県 宍粟市立山崎西中学校 大嶋康司 音楽 管楽器 10月17日(木) - -

77 兵庫県 宍粟市立波賀中学校 大嶋康司 音楽 管楽器 10月18日(金) - -

78 兵庫県 兵庫県立神戸高塚高等学校 村井博之 音楽 管楽器 7月22日(月) 8月5日(月) 11月10日(日)
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79 兵庫県 兵庫県立宝塚西高等学校 渡邊秀之 音楽 管楽器 6月29日(土) 8月3日(土) 8月31日(土)

80 兵庫県 兵庫県立淡路三原高等学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月6日(木) 7月11日(木) 11月21日(木)

81 兵庫県 兵庫県立神戸北高等学校 遠藤和実 音楽 その他 7月13日(土) 7月20日(土) 12月21日(土)

82 兵庫県 兵庫県立津名高等学校 石田智子 音楽 管楽器 7月13日(土) 10月5日(土) 12月14日(土)

83 兵庫県 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 朝倉洋 音楽 管楽器 6月22日(土) 7月20日(土) 10月26日(土)

84 兵庫県 兵庫県立姫路南高等学校 坂上弘志 音楽 その他 6月15日(土) 7月15日(月) 11月23日(土)

85 兵庫県 南あわじ市立阿万小学校 本濱寿明 音楽 管楽器 6月3日(月) - -

86 兵庫県 南あわじ市立西淡志知小学校 本濱寿明 音楽 管楽器 6月4日(火) - -

87 兵庫県 南あわじ市立榎列小学校 田村公規 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月13日(木) - -

88 兵庫県 洲本市立五色中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月9日(火) 9月11日(水) 11月1日(金)

89 兵庫県 南あわじ市立市小学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 12月19日(木) - -

90 兵庫県 南あわじ市立神代小学校 興津徳也 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月12日(水) - -

91 兵庫県 南あわじ市立西淡中学校 田村公規 伝統芸能 人形浄瑠璃 9月20日(金) - -

92 兵庫県 南あわじ市・洲本市組合立広田小学校 興津徳也 伝統芸能 人形浄瑠璃 12月6日(金) - -

93 兵庫県 洲本市立洲本第二小学校 記虎篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 11月18日(月) - -

94 兵庫県 南あわじ市立八木小学校 興津徳也 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月14日(金) - -

95 兵庫県 淡路市立岩屋中学校 記虎篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月14日(金) - -

96 兵庫県 南あわじ市立賀集小学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月10日(月) - -

97 兵庫県 淡路市立一宮中学校 記虎篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月6日(木) - -

98 兵庫県 南あわじ市立南淡中学校 記虎篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月3日(月) 6月11日(火) 12月17日(火)

99 兵庫県 南あわじ市立三原中学校 興津徳也 伝統芸能 人形浄瑠璃 12月2日(月) 12月5日(木) 12月10日(火)

100 兵庫県 南あわじ市立福良小学校 記虎篤史 伝統芸能 人形浄瑠璃 6月7日(金) 11月8日(金) -

101 兵庫県 神戸山手女子中学校 岡幸子 生活文化 茶道 7月19日(金) 12月18日(水) 12月19日(木)

102 兵庫県 蒼開中学校 円山伸康 伝統芸能 人形浄瑠璃 11月25日(月) 11月26日(火) -

103 兵庫県 蒼開高等学校 伊波淑 音楽 その他 7月14日(日) 8月11日(日) 12月22日(日)

104 兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校 青山郁彦 演劇 その他 9月7日(土) - -
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1 奈良県 奈良市立右京小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 6月6日(木) - -

2 奈良県 香芝市立旭ヶ丘小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 10月2日(水) 10月9日(水) 10月16日(水)

3 奈良県 奈良市立田原小中学校 安藤広二 舞踊 身体表現 11月19日(火) - -

4 奈良県 大和郡山市立平和小学校 清水有子 演劇 その他 11月25日(月) 11月26日(火) 11月27日(水)

5 奈良県 奈良県立香芝高等学校 柴田紘亨 音楽 管楽器 12月10日(火) 12月11日(水) 12月12日(木)

6 奈良県 奈良市立興東小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 10月4日(金) - -

7 奈良県 天理市立井戸堂小学校 森山泰幸 伝統芸能 能楽 6月17日(月) 6月18日(火) -

8 奈良県 明日香村立聖徳中学校 大森香奈 音楽
パーカッ
ション

6月20日(木) - -

9 奈良県 三郷町立三郷小学校 鈴木剛 舞踊 身体表現 6月27日(木) - -

10 奈良県 天理市立福住小学校 帰山かおる 伝統芸能 三味線 11月16日(土) - -

11 奈良県 三郷町立三郷北小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 12月10日(火) 12月11日(水) -

12 奈良県 生駒市立生駒南第二小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 12月12日(木) 12月17日(火) 12月18日(水)

13 奈良県 王寺町立王寺南中学校 小池貴史 演劇 現代劇 6月22日(土) - -

14 奈良県 王寺町立王寺中学校 小池貴史 演劇 現代劇 11月19日(火) - -

15 奈良県 大和郡山市立郡山西中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月4日(火) 9月2日(月) 11月7日(木)

16 奈良県 奈良市立佐保川小学校① 松本太郎 伝統芸能 その他 11月15日(金) - -

17 奈良県 奈良市立富雄南中学校① 豆板孝子 伝統芸能 箏 11月12日(火) - -

18 奈良県 奈良市立二名小学校 米田喜史子 音楽 声楽 9月25日(水) 11月19日(火) -

19 奈良県 奈良市立富雄南中学校② 吉田春雄 伝統芸能 その他 11月11日(月) 11月13日(水) -

20 奈良県 奈良市立佐保川小学校② 山城雅也 音楽 管楽器 9月4日(水) 12月11日(水) -

21 奈良県 奈良県立平城高等学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月26日(水) 9月5日(木) 11月6日(水)
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1 和歌山県 有田川町立八幡小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 10月22日(火) - -

2 和歌山県 有田川町立安諦小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 10月22日(火) - -

3 和歌山県 和歌山市立東山東小学校 川端敏行 伝統芸能 その他 11月25日(月) - -

4 和歌山県 和歌山市立川永小学校 川端敏行 伝統芸能 その他 12月2日(月) - -

5 和歌山県 和歌山市立楠見東小学校 川端敏行 伝統芸能 その他 10月21日(月) 10月28日(月) 11月11日(月)

6 和歌山県 開智高等学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月16日(火) 9月19日(木) 11月19日(火)

7 和歌山県 開智中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月16日(火) 9月19日(木) 11月19日(火)
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1 鳥取県 米子市立和田小学校 葛西哲治 大衆芸能 落語 9月26日(木) - -

2 鳥取県 学校法人鶏鳴学園 青翔開智高等学校 高橋康晃 美術 その他 11月1日(金) 11月8日(金) 11月15日(金)
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1 島根県 海士町立福井小学校 原豊 音楽 声楽 10月8日(火) - -

2 島根県 海士町立海士小学校 原豊 音楽 声楽 10月9日(水) - -

3 島根県 海士町立海士中学校 原豊 音楽 声楽 10月9日(水) - -

4 島根県 隠岐の島町立磯小学校 原豊 音楽 声楽 10月7日(月) 10月8日(火) -

5 島根県 安来市立安田小学校 小森亜紀 演劇 その他 12月2日(月) 12月3日(火) -

6 島根県 知夫村立知夫小中学校 北川健太郎 伝統芸能 能楽 9月12日(木) - -

7 島根県 隠岐の島町立都万小学校 北川健太郎 伝統芸能 能楽 9月11日(水) - -

8 島根県 隠岐の島町立西郷小学校 北川健太郎 伝統芸能 能楽 9月11日(水) - -

9 島根県 松江市立本庄小学校 村井克弘 音楽
パーカッ
ション

6月12日(水) - -

10 島根県 島根県立浜田ろう学校 簗瀬恵子 演劇 人形劇 12月10日(火) - -

11 島根県 益田市立豊川小学校 高橋美穂 音楽 弦楽器 6月26日(水) - -

12 島根県 松江市立持田小学校 小森亜紀 演劇 その他 12月9日(月) 12月10日(火) -

13 島根県 大田市立大田西中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月27日(土) 7月28日(日) 11月11日(月)

14 島根県 出雲市立窪田小学校 渡部良治 伝統芸能 歌舞伎 10月31日(木) 11月7日(木) 11月14日(木)
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1 岡山県 和気町立佐伯小学校 村上敏明 音楽 声楽 10月9日(水) - -

2 岡山県 和気町立佐伯中学校 村上敏明 音楽 声楽 10月9日(水) - -

3 岡山県 和気町立本荘小学校 村上敏明 音楽 声楽 10月10日(木) - -

4 岡山県 和気町立和気小学校 廣田美穗 音楽 声楽 11月6日(水) - -

5 岡山県 和気町立本荘小学校 廣田美穗 音楽 声楽 11月6日(水) - -

6 岡山県 和気町立和気中学校 廣田美穗 音楽 声楽 11月7日(木) - -

7 岡山県 勝央町立勝間田小学校 柏川真理 音楽 その他 11月18日(月) 11月19日(火) 11月20日(水)

8 岡山県 勝央町立勝央北小学校 柏川真理 音楽 その他 11月21日(木) 11月22日(金) -

9 岡山県 赤磐市立石相小学校 山中裕史 音楽 その他 6月4日(火) - -

10 岡山県 赤磐市立城南小学校 山中裕史 音楽 その他 6月4日(火) - -

11 岡山県 備前市立香登小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月5日(水) - -

12 岡山県 備前市立西鶴山小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月5日(水) - -

13 岡山県 備前市立伊部小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月6日(木) - -

14 岡山県 備前市立片上小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月6日(木) - -

15 岡山県 備前市立東鶴山小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月7日(金) - -

16 岡山県 備前市立備前中学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月7日(金) - -

17 岡山県 瀬戸内市立国府小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 12月19日(木) 12月20日(金) -

18 岡山県 瀬戸内市立美和小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 12月19日(木) 12月20日(金) -

19 岡山県 美作市立大原中学校 井尻兼人 音楽 その他 10月18日(金) 10月19日(土) -

20 岡山県 津山市立高田小学校 鈴木英子 音楽 声楽 6月20日(木) 9月27日(金) 11月1日(金)

21 岡山県 笠岡市立大島小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 9月6日(金) 11月1日(金) 12月2日(月)

22 岡山県 津山市立中正小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 6月4日(火) - -

23 岡山県 矢掛町立小田小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月10日(月) - -

24 岡山県 矢掛町立中川小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月11日(火) - -

25 岡山県 矢掛町立川面小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月11日(火) - -

26 岡山県 矢掛町立美川小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月12日(水) - -
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27 岡山県 矢掛町立矢掛小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月12日(水) - -

28 岡山県 矢掛町立三谷小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月13日(木) - -

29 岡山県 矢掛町立山田小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月13日(木) - -

30 岡山県 井原市立青野小学校 山中裕史 伝統芸能 三味線 6月10日(月) - -

31 岡山県 赤磐市立笹岡小学校 安田雅弘 演劇 現代劇 7月9日(火) - -

32 岡山県 赤磐市立仁美小学校 安田雅弘 演劇 現代劇 7月9日(火) - -

33 岡山県 赤磐市立磐梨小学校 安田雅弘 演劇 現代劇 7月10日(水) - -

34 岡山県 赤磐市立豊田小学校 安田雅弘 演劇 現代劇 7月10日(水) - -

35 岡山県 総社市立維新小学校 安田雅弘 演劇 現代劇 7月11日(木) - -

36 岡山県 総社市立昭和小学校 安田雅弘 演劇 現代劇 7月11日(木) - -

37 岡山県 総社市立池田小学校 安田雅弘 演劇 現代劇 7月12日(金) - -

38 岡山県 岡山県立倉敷古城池高等学校 服部一啓 美術 書 8月5日(月) - -

39 岡山県 岡山県立鴨方高等学校 服部一啓 美術 書 8月5日(月) - -

40 岡山県 岡山県立岡山芳泉高等学校 服部一啓 美術 書 8月6日(火) - -

41 岡山県 岡山県立津山商業高等学校 河野悟 演劇 現代劇 7月5日(金) 7月8日(月) 7月9日(火)

42 岡山県 岡山県立倉敷商業高等学校 林成彦 演劇 現代劇 7月10日(水) 7月11日(木) 7月12日(金)

43 岡山県 総社市立常盤小学校 内藤育子 伝統芸能 箏 12月13日(金) - -

44 岡山県 美咲町立柵原西小学校 片山一 伝統芸能 その他 11月29日(金) - -

45 岡山県 美咲町立美咲中央小学校 鈴木英子 音楽 声楽 6月5日(水) 10月8日(火) -

46 岡山県 高梁市立有漢西小学校 浦田隆司 音楽 声楽 10月25日(金) - -

47 岡山県 高梁市立有漢西小学校 木村憲次 美術 その他 6月18日(火) 11月27日(水) -

48 岡山県 勝央町立勝央北小学校 福島康人 生活文化 食文化 11月20日(水) - -

49 岡山県 瀬戸内市立牛窓西小学校 曺永姫 舞踊 その他 9月13日(金) 10月11日(金) 11月1日(金)

50 岡山県 高梁市立玉川小学校 橋本石基 伝統芸能 箏 7月22日(月) 7月29日(月) 12月13日(金)

51 岡山県 岡山県健康の森学園支援学校 大澗弘幸 演劇 現代劇 6月24日(月) 12月13日(金) -

52 岡山県 津山市立弥生小学校 鈴木英子 音楽 声楽 10月25日(金) 10月28日(月) 11月5日(火)
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53 岡山県 岡山県立岡山朝日高等学校 瀬﨑明日香 音楽 弦楽器 8月20日(火) 11月8日(金) 12月20日(金)

54 岡山県 和気町立佐伯小学校 鈴木英子 音楽 声楽 12月6日(金) 12月13日(金) -
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1 広島県 広島県立三原特別支援学校 碩将平 舞踊 現代舞踊 6月7日(金) 6月14日(金) 6月21日(金)

2 広島県 庄原市立東小学校 中根宜之 美術 その他 11月29日(金) 12月6日(金) 12月13日(金)

3 広島県 廿日市市立金剛寺小学校 是森博司 音楽 弦楽器 6月14日(金) - -

4 広島県 広島県立呉宮原高等学校 浦塚勝人 舞踊 現代舞踊 11月28日(木) 11月29日(金) 11月30日(土)

5 広島県 東広島市立木谷小学校 土井裕文 伝統芸能 和太鼓 6月14日(金) 9月27日(金) 10月18日(金)

6 広島県 呉市立音戸小学校 土井裕文 伝統芸能 和太鼓 6月13日(木) 9月13日(金) 11月5日(火)

7 広島県 三原市立鷺浦小学校 尾崎隆志 大衆芸能 落語 6月3日(月) 10月9日(水) 10月23日(水)

8 広島県 神石高原町立来見小学校 園尾文恵 伝統芸能 能楽 6月5日(水) 7月3日(水) 8月7日(水)

9 広島県 福山市立鳳中学校 池田歳子 伝統芸能 日本舞踊 10月1日(火) 10月8日(火) 10月15日(火)

10 広島県 尾道市立久保小学校 吉田潔司 伝統芸能 能楽 6月12日(水) 9月11日(水) 10月9日(水)

11 広島県 熊野町立熊野中学校 土井裕文 伝統芸能 和太鼓 6月11日(火) 6月18日(火) 7月9日(火)

12 広島県 東広島市立福富中学校 末久誉子 舞踊 その他 9月11日(水) 9月25日(水) 10月30日(水)

13 広島県 三原市立幸崎中学校 新倉近子 演劇 その他 9月25日(水) 10月9日(水) 10月23日(水)

14 広島県 呉市立広南中学校 尾崎隆志 大衆芸能 落語 7月6日(土) 9月6日(金) 10月4日(金)

15 広島県 福山市立中条小学校 奥野純子 音楽 声楽 6月19日(水) 11月6日(水) 11月20日(水)

16 広島県 尾道市立久保中学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 12月3日(火) 12月17日(火) -

17 広島県 熊野町立熊野第一小学校 土井裕文 伝統芸能 和太鼓 10月4日(金) 10月25日(金) 11月8日(金)

18 広島県 三原市立本郷小学校 三宅伸哉 音楽 その他 6月10日(月) 6月11日(火) 6月12日(水)

19 広島県 福山市立金江小学校 樋口智恵 演劇
ミュージカ
ル

10月4日(金) 10月11日(金) 10月18日(金)

20 広島県 東広島市立板城西小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 10月17日(木) 11月5日(火) 11月7日(木)

21 広島県 熊野町立熊野第四小学校 土井裕文 伝統芸能 和太鼓 10月11日(金) 10月23日(水) 11月6日(水)

22 広島県 東広島市立寺西小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 8月26日(月) 8月27日(火) 9月27日(金)

23 広島県 熊野町立熊野第二小学校 土井裕文 伝統芸能 和太鼓 10月3日(木) 10月24日(木) 11月7日(木)
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1 山口県 柳井市立平郡東小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

10月7日(月) - -

2 山口県 下関市立小串小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 10月7日(月) - -

3 山口県 柳井市立柳井南小学校 前川光世 音楽 その他 11月21日(水) - -

4 山口県 柳井市立柳北小学校 前川光世 音楽 その他 11月22日(金) - -

5 山口県 美祢市立秋芳桂花小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月25日(火) 10月29日(火) 12月17日(火)

6 山口県 宇部フロンティア大学付属中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 10月10日(木) 11月7日(木) 12月5日(木)

7 山口県 慶進中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 10月5日(土) 11月2日(土) 12月7日(土)

8 山口県 山口市立阿知須中学校 佐藤康恵 伝統芸能 箏 11月13日(水) 11月14日(木) 11月15日(金)

9 山口県 光市立室積小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月5日(水) 9月25日(水) 11月20日(水)

10 山口県 山口市立大殿中学校 中尾友紀 音楽 管楽器 6月5日(水) 7月13日(土) 7月14日(日)

11 山口県
山口県立下関中等教育学校前期課程
（中学校相当）

小野隆洋 音楽 管楽器 12月2日(月) 12月4日(水) 12月9日(月)

12 山口県
山口県立下関中等教育学校後期課程
（高等学校相当）

小野隆洋 音楽 管楽器 6月16日(日) 9月1日(日) 11月3日(日)

13 山口県 山口大学教育学部附属山口小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 7月1日(月) 7月2日(火) 7月4日(木)

14 山口県 下関市立川棚小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 6月24日(月) 6月25日(火) 9月4日(水)

15 山口県 防府市立松崎小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

11月22日(金) - -

16 山口県 山口市立大内中学校 米本太郎 伝統芸能 能楽 6月6日(水) 6月13日(水) 6月20日(水)

17 山口県 岩国市立麻里布小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 8月20日(火) 11月5日(火) 11月6日(水)

18 山口県 周南市立須磨小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月22日(金) - -

19 山口県 山口市立仁保中学校 棟久木綿佳 音楽 その他 12月19日(木) - -

20 山口県 萩市立福栄小中学校 内山望美 音楽 声楽 7月17日(水) 10月16日(水) -

21 山口県 萩市立白水小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 9月18日(水) 10月9日(水) 10月23日(水)

22 山口県 山口県立田布施総合支援学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

7月2日(火) - -

23 山口県 萩市立椿西小学校 兼田怜奈 音楽 声楽 12月11日(水) 12月12日(木) 12月13日(金)

24 山口県 山口市立湯田中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月20日(木) 8月20日(火) 10月26日(土)

25 山口県 下松市立中村小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 6月20日(木) 6月21日(金) -

26 山口県 萩市立椿東小学校 兼田怜奈 音楽 声楽 12月11日(水) 12月12日(木) 12月13日(金)
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27 山口県
宇部フロンティア大学付属香川高等学
校

小野隆洋 音楽 管楽器 6月9日(日) 6月23日(日) 7月28日(日)

28 山口県 岩国市立高森小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 9月30日(月) 10月15日(火) 10月16日(水)

29 山口県 下関市立滝部小学校 三宅伸哉 音楽 その他 6月4日(火) 6月5日(水) -

30 山口県 周南市立高水小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

10月25日(金) - -

31 山口県 防府市立華浦小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

10月4日(金) - -

32 山口県 山口市立大殿小学校 米本太郎 伝統芸能 能楽 11月21日(木) 11月28日(木) 12月5日(木)

33 山口県 慶進高等学校 小野隆洋 音楽 管楽器 7月27日(土) 8月31日(土) 9月28日(土)

34 山口県 下関市立蓋井小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 7月1日(月) 7月9日(火) 7月10日(水)

35 山口県 下松市立米川小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

9月18日(火) 9月25日(火) 10月2日(火)

36 山口県 美祢市立於福小学校 米本太郎 伝統芸能 能楽 6月18日(火) - -

37 山口県 萩市立明木小学校・萩市立旭中学校 内山望美 音楽 声楽 7月16日(火) 10月11日(金) -

38 山口県 山口市立仁保小学校 棟久木綿佳 音楽 その他 12月18日(水) - -

39 山口県 光市立岩田小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

10月1日(火) - -

40 山口県 周南市立戸田小学校 芹澤智香 大衆芸能 その他 10月23日(水) - -

41 山口県 下関市立角倉小学校 三宅伸哉 音楽 その他 6月3日(月) 6月4日(火) -

42 山口県 山口県立山口農業高等学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月4日(火) 7月14日(日) 9月21日(土)

43 山口県 山口市立白石小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

10月8日(火) 10月10日(木) -

44 山口県 山口市立白石小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 7月1日(月) - -

45 山口県 山陽小野田市立厚狭小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

10月3日(木) - -

46 山口県 山口市立阿東東中学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 7月8日(月) - -

47 山口県 光市立島田小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

11月19日(火) - -

48 山口県 美祢市立重安小学校 内山望美 音楽 声楽 9月25日(水) 10月15日(火) -

49 山口県 周防大島町立沖浦小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 6月27日(木) 6月28日(金) 10月25日(金)

50 山口県 美祢市立綾木小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 9月17日(火) 10月8日(火) 10月22日(火)

51 山口県 美祢市立厚保小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 11月28日(木) 12月11日(水) 12月18日(水)

52 山口県 下関市立名陵中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月6日(木) 7月5日(金) 11月13日(水)
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53 山口県 長門市立仙崎中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月26日(水) 9月11日(水) 11月27日(水)

54 山口県 周南市立福川南小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

12月17日(火) - -

55 山口県 山陽小野田市立赤崎小学校 棟久木綿佳 音楽 その他 12月17日(火) - -

56 山口県 山陽小野田市立厚狭中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月7日(金) 7月12日(金) 7月30日(火)

57 山口県 柳井学園高等学校 村上智仁 伝統芸能 その他 11月12日(火) - -

58 山口県 宇部市立藤山小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月11日(火) 7月9日(火) 9月30日(月)

59 山口県 下関市立勝山中学校 高橋由紀乃 音楽 ピアノ 10月11日(金) 10月15日(火) 10月16日(水)

60 山口県 周南市立徳山小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

11月13日(水) 11月14日(木) 11月15日(金)

61 山口県 下関市立川中小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 9月24日(火) 10月1日(火) 10月15日(火)

62 山口県 柳井市立小田小学校 前川光世 音楽 その他 11月21日(木) - -

63 山口県 美祢市立美東中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 7月15日(月) 8月4日(日) 10月16日(水)

64 山口県 山陽小野田市立有帆小学校 梅津聖子 演劇
ミュージカ
ル

9月26日(木) - -

65 山口県 宇部市立桃山中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 7月18日(木) 7月24日(水) 10月25日(金)

66 山口県 岩国市立米川小学校 脇淵陽子 音楽 ピアノ 11月1日(金) - -

67 山口県 下関市立日新中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月14日(金) 7月11日(木) 7月21日(日)

68 山口県 周防大島町立森野小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 10月8日(火) - -

69 山口県 周防大島町立城山小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 10月8日(火) - -

70 山口県 周防大島町立安下庄小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 6月11日(火) 6月12日(水) 10月10日(木)

71 山口県 下関市立楢崎小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 10月7日(月) 10月21日(月) 11月12日(火)

72 山口県 山口市立徳佐小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 7月8日(月) - -

73 山口県 美祢市立淳美小学校 棟久木綿佳 音楽 その他 12月19日(木) - -

74 山口県 山口市立中央小学校 棟久木綿佳 音楽 その他 12月18日(水) - -

75 山口県 下関市立西市小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月13日(木) 8月30日(金) 9月3日(火)

76 山口県 長門市立三隅中学校 中尾友紀 音楽 管楽器 7月16日(火) 8月10日(土) 8月11日(日)

77 山口県 下関市立桜山小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 9月5日(木) 9月10日(火) 11月26日(火)

78 山口県 下関市立江浦小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月10日(月) 7月1日(月) 11月19日(火)



令和元年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業） 実施校一覧

大項目 中項目 第1回 第2回 第3回

実施分野 実施日

講師氏名番号
都道府県・
政令指定都

市
実施希望校

79 山口県 成進高等学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月30日(日) 7月19日(金) 9月8日(日)

80 山口県 宇部市立小羽山小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 7月10日(水) 9月6日(金) 10月30日(水)

81 山口県 岩国市立通津小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 10月2日(水) 10月3日(木) 10月7日(月)

82 山口県 宇部市立上宇部中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月27日(木) 7月4日(木) 7月29日(月)

83 山口県 宇部鴻城高等学校 小野隆洋 音楽 管楽器 7月17日(水) 7月26日(金) 8月2日(金)

84 山口県 山口市立小郡南小学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月24日(月) 6月25日(火) 11月28日(木)

85 山口県 山口市立小郡中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月2日(火) 7月3日(水) 12月14日(土)

86 山口県 周南市立岐陽中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 6月15日(金) 6月16日(土) 10月16日(火)

87 山口県 防府市立華城小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月15日(土) 6月29日(土) 7月13日(土)

88 山口県 山口市立井関小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月3日(月) 6月17日(月) 7月8日(月)

89 山口県 山口市立小鯖小学校 米本太郎 伝統芸能 能楽 6月17日(月) 7月1日(月) 10月28日(月)

90 山口県 山陽小野田市立須恵小学校 棟久木綿佳 音楽 その他 12月16日(月) 12月17日(火) -

91 山口県 山口県立防府商工高等学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月12日(水) 6月19日(水) 6月21日(金)

92 山口県 宇部市立川上中学校 小野隆洋 音楽 管楽器 7月7日(日) 7月31日(水) 10月2日(水)

93 山口県 周南市立太華中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 8月1日(木) 8月2日(金) 11月30日(土)

94 山口県 下関市立山の田小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月24日(月) 9月9日(月) 11月25日(月)

95 山口県 下関市立安岡小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 8月22日(木) 8月23日(金) 12月4日(水)

96 山口県 長門市立油谷小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 10月7日(月) - -

97 山口県 山口市立上郷小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月8日(土) 7月6日(土) 8月24日(土)

98 山口県 山口市立佐山小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 6月18日(火) 11月5日(火) 12月3日(火)

99 山口県 下関市立豊東小学校 小野隆洋 音楽 管楽器 9月26日(木) 11月6日(水) 12月10日(火)
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1 徳島県 徳島市方上小学校 遠藤綾子 伝統芸能 箏 12月4日(水) - -

2 徳島県 徳島市南部中学校 桝井正弘 音楽 その他 6月7日(金) - -

3 徳島県 阿波市立御所小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 11月27日(水) 11月28日(木) 11月29日(金)

4 徳島県 三好市立東祖谷小中学校 阿部利雄 美術 その他 6月10日(月) - -

5 徳島県 徳島市津田中学校 桝井正弘 音楽 その他 10月4日(金) - -

6 徳島県 小松島市立南小松島小学校 前川光世 音楽 その他 11月25日(月) 11月26日(火) -

7 徳島県 小松島市立北小松島小学校 前川光世 音楽 その他 11月25日(月) - -

8 徳島県 徳島市八万南小学校 橋本治子 伝統芸能 能楽 11月6日(水) - -

9 徳島県 美馬市立三島小学校 赤池喜代 音楽 声楽 9月26日(木) - -

10 徳島県 阿波市立土成小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 11月27日(水) 11月28日(木) 11月29日(金)

11 徳島県 吉野川市立鴨島第一中学校 阿部利雄 美術 その他 12月12日(木) 12月13日(金) -

12 徳島県 徳島県立城北高等学校 小川一彦 音楽 管楽器 11月3日(日) 11月10日(日) 11月17日(日)

13 徳島県 上板町立神宅小学校 春藤溶子 伝統芸能 人形浄瑠璃 10月11日(金) - -

14 徳島県 徳島県立徳島視覚支援学校 岡秀昭 大衆芸能 その他 9月26日(木) 11月22日(金) -

15 徳島県 石井町石井小学校 山上具視 伝統芸能 箏 12月17日(火) - -

16 徳島県 徳島市不動小学校 森正太郎 音楽 管楽器 12月5日(木) 12月12日(木) 12月26日(木)

17 徳島県 徳島市昭和小学校 生乃久法 音楽 管楽器 7月30日(火) 8月28日(水) 9月28日(土)

18 徳島県 徳島県立小松島西高等学校 小川一彦 音楽 管楽器 12月15日(日) 12月21日(土) 12月22日(日)

19 徳島県 徳島県立小松島高等学校 小川一彦 音楽 管楽器 6月15日(土) 6月22日(土) 6月29日(土)

20 徳島県 徳島県立板野高等学校 小川一彦 音楽 管楽器 9月28日(土) 10月12日(土) 10月26日(土)

21 徳島県 石井町浦庄小学校 河崎良行 美術 彫刻 12月7日(土) - -
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1 香川県 香川大学教育学部附属高松小学校 宗像佳代 演劇 その他 6月17日(月) 6月18日(火) -

2 香川県 三豊市立上高野小学校 前川 光世 音楽 その他 10月2日(水) - -

3 香川県 三豊市立比地大小学校 前川 光世 音楽 その他 10月2日(水) - -

4 香川県 東かがわ市立引田中学校 立住若菜 音楽 管楽器 7月7日(日) 7月11日(木) -

5 香川県 さぬき市立さぬき南小学校 立住若菜 音楽 管楽器 7月9日(火) - -

6 香川県 東かがわ市立大川中学校 立住若菜 音楽 管楽器 7月7日(日) 7月10日(水) -

7 香川県 東かがわ市立白鳥中学校 立住若菜 音楽 管楽器 7月8日(月) 7月9日(火) -

8 香川県 東かがわ市立本町小学校 立住若菜 音楽 管楽器 7月8日(月) - -

9 香川県 香川県立高松南高等学校 澤島富雄 音楽 声楽 7月28日(日) 7月29日(日) 8月27日(月)

10 香川県 高松第一高等学校 西村和宏 演劇 現代劇 10月30日(水) 11月13日(水) 11月20日(水)

11 香川県 三豊市立本山小学校 猪子恵 音楽 弦楽器 10月7日(月) - -
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1 愛媛県 松山市立垣生小学校 堀尾泰磨 伝統芸能 三味線 6月10日(月) - -

2 愛媛県 松山市立余土小学校 堀尾泰磨 伝統芸能 和太鼓 6月4日(火) - -

3 愛媛県 西条市立大町小学校 三谷温 音楽 ピアノ 6月24日(月) - -

4 愛媛県 西条市立周布小学校 三谷温 音楽 ピアノ 6月25日(火) - -

5 愛媛県 西条市立三芳小学校 三谷温 音楽 ピアノ 6月25日(火) - -

6 愛媛県 西条市立吉岡小学校 三谷温 音楽 ピアノ 6月26日(水) - -

7 愛媛県 西条市立石根小学校 三谷温 音楽 ピアノ 6月26日(水) - -

8 愛媛県 松山市立久谷中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月10日(月) 6月11日(火) 12月21日(土)

9 愛媛県 済美平成中等教育学校 家藤正人 文学 俳句 6月19日(水) 11月15日(金) -

10 愛媛県 松山市立素鵞小学校 橋本雅人 伝統芸能 その他 12月17日(火) - -

11 愛媛県 松山市立番町小学校 豊田千恵子 音楽 その他 6月27日(木) - -
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1 高知県 黒潮町立三浦小学校 松田弦 音楽 弦楽器 12月7日(土) - -

2 高知県 四万十市立西土佐小学校 松田弦 音楽 弦楽器 7月4日(木) - -

3 高知県 高知市立横浜中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 7月3日(水) 7月4日(木) 12月14日(土)

4 高知県 宿毛市立山奈小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 10月29日(火) 10月30日(水) 12月20日(金)

5 高知県 宿毛市立咸陽小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 7月4日(木) 7月5日(金) 11月25日(月)

6 高知県 仁淀川町立別府小学校 奥井美穂 演劇
ミュージカ
ル

10月9日(水) 10月10日(木) 10月11日(金)

7 高知県 高知市立神田小学校 濵田洋直 美術 その他 9月27日(金) - -

8 高知県 大月町立大月中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月29日(月) 7月30日(火) 10月15日(火)

9 高知県 香南市立赤岡中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月22日(月) 7月23日(火) 12月26日(木)

10 高知県 私立清和女子中学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 6月4日(火) 6月11日(火) -

11 高知県 高知県立小津高等学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月18日(火) 6月19日(水) 12月9日(月)

12 高知県 香美市立大栃中学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 10月22日(火) 10月29日(火) 11月12日(火)

13 高知県 香美市立大栃小学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 10月17日(木) 10月31日(木) 11月7日(木)

14 高知県 香美市立香北中学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 6月20日(木) 6月21日(金) 6月24日(月)

15 高知県 私立清和女子高等学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 6月7日(金) 6月10日(月) -

16 高知県 私立土佐中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 7月10日(水) 7月11日(木) 10月1日(火)

17 高知県 高知市立旭中学校 万谷正伸 音楽 管楽器 7月1日(月) 7月2日(火) 12月4日(水)

18 高知県 高知市立横浜新町小学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 10月24日(木) 10月25日(金) -

19 高知県 高知市立潮江東小学校 濵田洋直 美術 その他 12月6日(金) - -

20 高知県 高知市立横浜小学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 11月25日(月) - -

21 高知県 高知市立長浜小学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 12月2日(月) 12月3日(火) -

22 高知県 香美市立楠目小学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 6月3日(月) - -

23 高知県 高知市立一宮小学校 高橋郁子 伝統芸能 箏 12月4日(水) 12月5日(木) 12月6日(金)

24 高知県 私立土佐高等学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 7月10日(水) 7月11日(木) 10月1日(火)
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1 福岡県 宗像市立河東西小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 10月9日(水) 10月10日(木) -

2 福岡県 宗像市立玄海東小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 10月10日(木) - -

3 福岡県 小郡市立のぞみが丘小学校 鈴木秀雄 演劇 人形劇 10月7日(月) - -

4 福岡県 宮若市立宮若東中学校 副田真之介 音楽 管弦楽 7月17日(水) 7月18日(木) 7月19日(金)

5 福岡県 福岡県立戸畑高等学校 平田オリザ 演劇 現代劇 12月16日(月) - -

6 福岡県 広川町立上広川小学校 平島智幸 演劇 現代劇 6月12日(火) 6月28日(金) 7月5日(金)

7 福岡県 久留米市立大城小学校 久保田力 演劇 現代劇 9月11日(水) 9月18日(水) 10月16日(水)

8 福岡県 筑紫野市立山口小学校 渡辺直子 演劇 現代劇 7月8日(月) 7月9日(火) 7月10日(水)

9 福岡県 筑紫野市立二日市東小学校 渡辺直子 演劇 現代劇 9月3日(火) 9月4日(水) -

10 福岡県
福岡県立久留米聴覚特別支援学校
小・中学部

簗瀬恵子 演劇 人形劇 9月4日(水) - -

11 福岡県
福岡県立久留米聴覚特別支援学校
幼稚部

寺崎充央 音楽
パーカッショ

ン
6月20日(木) - -

12 福岡県 久留米市立北野小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 11月18日(月) 11月19日(火) 11月20日(水)

13 福岡県 筑紫野市立二日市小学校 渡辺直子 演劇 現代劇 7月3日(水) 7月4日(木) 7月5日(金)

14 福岡県 大野城市立大城小学校 宮垣洋子 音楽 ピアノ 9月13日(金) 10月18日(金) 11月8日(金)

15 福岡県 大牟田市立羽山台小学校 平田オリザ 演劇 現代劇 9月13日(木) 11月29日(木) -

16 福岡県 八女市立八幡小学校 赤塚大輔 舞踊 その他 11月13日(水) - -

17 福岡県 朝倉市立福田小学校 熊谷祐介 生活文化 その他 12月23日(月) - -

18 福岡県 福岡県立直方特別支援学校 簗瀬恵子 演劇 人形劇 6月21日(金) - -

19 福岡県 朝倉市立金川小学校 熊谷祐介 生活文化 その他 12月19日(木) - -

20 福岡県 八女市立川崎小学校 山口あゆみ 音楽 ピアノ 6月12日(水) - -

21 福岡県 古賀市立千鳥小学校 山口あゆみ 音楽 ピアノ 6月10日(月) - -

22 福岡県 古賀市立舞の里小学校 山口あゆみ 音楽 ピアノ 6月10日(月) - -

23 福岡県 古賀市立古賀西小学校 山口あゆみ 音楽 ピアノ 6月10日(月) - -

24 福岡県 粕屋町立粕屋西小学校 山口あゆみ 音楽 ピアノ 6月11日(火) - -

25 福岡県 八女市立上妻小学校 山口あゆみ 音楽 ピアノ 6月12日(水) - -

26 福岡県 添田町立添田小学校 重藤仁美 音楽 声楽 10月16日(水) 10月22日(火) 11月5日(火)
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27 福岡県 添田町立真木小学校 重藤仁美 音楽 声楽 10月15日(火) 10月24日(木) 11月6日(水)

28 福岡県 添田町立落合小学校 重藤仁美 音楽 声楽 10月18日(金) 10月25日(金) 11月7日(木)

29 福岡県 赤村立赤小学校 安田登 伝統芸能 能楽 11月14日(木) 11月15日(金) -
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1 佐賀県 武雄市立北方中学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 11月28日(木) 11月29日(金) -

2 佐賀県 唐津市立名護屋小学校 武富康之 伝統芸能 能楽 11月14日(木) - -

3 佐賀県 伊万里市立立花小学校 武富康之 伝統芸能 能楽 11月15日(金) - -
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1 長崎県 五島市立三井楽小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 11月12日(火) 11月13日(水) -

2 長崎県 五島市立富江小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 11月12日(火) 11月13日(水) -

3 長崎県 対馬市立豊玉中学校 矢野大和 大衆芸能 講談 12月6日(金) - -

4 長崎県 長崎県立虹の原特別支援学校 河合由美子 音楽
パーカッ
ション

6月6日(木) 6月13日(木) 6月20日(木)

5 長崎県 鶴南特別支援学校時津分校 河合由美子 音楽
パーカッ
ション

6月4日(火) 6月11日(火) 6月18日(火)

6 長崎県 長崎市立朝日小学校 白石光隆 音楽 ピアノ 12月18日(水) - -

7 長崎県 長崎市立諏訪小学校 白石光隆 音楽 ピアノ 12月17日(火) - -

8 長崎県 長崎市立山里小学校 白石光隆 音楽 ピアノ 12月16日(月) - -

9 長崎県 長崎市立飽浦小学校 白石光隆 音楽 ピアノ 12月18日(水) - -

10 長崎県 長崎市立愛宕小学校 白石光隆 音楽 ピアノ 12月17日(火) - -

11 長崎県 長崎市立桜町小学校 白石光隆 音楽 ピアノ 12月16日(月) - -

12 長崎県 長崎市立女の都小学校 江澤隆行 音楽 ピアノ 11月22日(金) - -

13 長崎県 長崎市立大園小学校 江澤隆行 音楽 ピアノ 11月21日(木) - -

14 長崎県 長崎市立桜馬場中学校 山平淳一 メディア芸術
アニメーショ
ン

10月27日(日) - -

15 長崎県 長崎市立緑が丘中学校 山平淳一 メディア芸術
アニメーショ
ン

7月7日(日) 9月29日(日) 10月26日(土)

16 長崎県 長崎県立大崎高等学校 佐藤久美子 演劇 その他 6月10日(月) 6月11日(火) -

17 長崎県 西海市立西海東小学校 榮洋輔 演劇
ミュージカ
ル

9月25日(水) 10月2日(水) 10月9日(水)

18 長崎県 長崎県立大村特別支援学校 仮屋祐一 演劇 現代劇 6月28日(金) - -

19 長崎県 長崎県立希望が丘高等特別支援学校 田中俊亮 伝統芸能 和太鼓 7月25日(木) 8月22日(木) 10月24日(木)

20 長崎県 島原市立第一小学校（堀内） 堀内伊吹 音楽 管楽器 9月18日(水) - -

21 長崎県 島原市立第一小学校（宮下） 宮下茂 音楽 声楽 9月11日(水) 10月16日(水) -
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1 熊本県 熊本県立阿蘇中央高校 井尻兼人 音楽 その他 10月17日(木) - -

2 熊本県 山鹿市立鹿北中学校 佐藤久美子 演劇 その他 7月2日(火) - -

3 熊本県 天草市立本渡北小学校 平島智幸 演劇 現代劇 6月18日(火) 6月25日(火) 7月2日(火)

4 熊本県 山都町立清和中学校 寺師美樹 演劇 現代劇 9月26日(木) - -

5 熊本県 宇城市立青海小学校 平田智子 演劇
ミュージカ
ル

11月14日(木) 11月15日(金) -

6 熊本県 荒尾市立緑ヶ丘小学校 宗像佳代 演劇 その他 10月7日(月) - -

7 熊本県 荒尾市立有明小学校 宗像佳代 演劇 その他 10月8日(火) - -

8 熊本県 氷川町立竜北中学校 佐藤健司 大衆芸能 落語 11月19日(火) - -

9 熊本県 氷川町立竜北東小学校 佐藤健司 大衆芸能 落語 11月19日(火) - -

10 熊本県 宇城市立松合小学校 平田智子 演劇
ミュージカ
ル

11月14日(木) 11月15日(金) -

11 熊本県 山鹿市立鹿北小学校 佐藤久美子 演劇 その他 7月1日(月) - -

12 熊本県 熊本マリスト学園中学校 平島智幸 演劇 現代劇 6月19日(水) 6月26日(水) 7月3日(水)

13 熊本県 小国町立小国小学校 児玉孝文 舞踊 その他 9月19日(木) 9月20日(金) -

14 熊本県 熊本県立苓北支援学校 藤本美希 音楽 弦楽器 7月4日(木) - -

15 熊本県 熊本県立濟々黌高校 生田真由美 伝統芸能 箏 6月12日(水) 7月3日(水) 7月17日(水)

16 熊本県 氷川町立竜北西部小学校 佐藤健司 大衆芸能 落語 11月18日(月) - -

17 熊本県 八代市立第三中学校 生田真由美 伝統芸能 箏 7月11日(木) 8月8日(木) 9月26日(木)

18 熊本県 熊本県立松橋西支援学校 花岡金光 音楽
パーカッ
ション

9月25日(水) - -

19 熊本県 熊本県立湧心館高校通信制課程 平島智幸 演劇 現代劇 10月27日(日) - -
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1 大分県 国東市立竹田津小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 11月5日(火) - -

2 大分県 国東市立旭日小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 11月6日(水) - -

3 大分県 大分市立上戸次小学校 宗像佳代 演劇 その他 11月18日(月) 11月19日(火) -

4 大分県 大分県立宇佐支援学校 小川正毅 音楽 管楽器 11月21日(木) 11月22日(金) -

5 大分県 国東市立武蔵東小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 11月5日(火) 11月6日(水) -

6 大分県 大分市立吉野小学校 宗像佳代 演劇 その他 7月8日(月) 7月9日(火) -

7 大分県 日田市立東部中学校 浦塚勝人 舞踊 現代舞踊 10月21日(月) 10月22日(火) 10月23日(水)

8 大分県 大分市立城南小学校 宗像佳代 演劇 その他 6月24日(月) 6月25日(火) -

9 大分県 大分市立明治北小学校 宗像佳代 演劇 その他 10月28日(月) 10月29日(火) -

10 大分県 大分市立判田小学校 宗像佳代 演劇 その他 6月3日(月) 6月4日(火) -

11 大分県 日出町立藤原小学校 宗像佳代 演劇 その他 12月16日(月) 12月17日(火) -

12 大分県 大分市立碩田学園 山名里香 伝統芸能 箏 11月20日(水) - -

13 大分県 由布市立塚原小学校 長尾郁 伝統芸能 その他 6月12日(水) - -
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1 宮崎県 西都市立妻北小学校 児玉孝文 舞踊 その他 11月19日(火) 11月20日(水) 11月21日(木)

2 宮崎県 日向市立日知屋小学校 川島二郎 演劇 現代劇 10月29日(火) - -

3 宮崎県 宮崎県立明星視覚支援学校 児玉孝文 舞踊 その他 12月11日(水) 12月12日(木) 12月13日(金)

4 宮崎県 宮崎大学教育学部附属小学校 豊福彬文 舞踊 その他 10月21日(月) 10月22日(火) 10月23日(水)

5 宮崎県 椎葉村立尾向小学校 豊福彬文 舞踊 その他 10月2日(水) 10月3日(木) 10月4日(金)

6 宮崎県 日南市立南郷中学校 児玉孝文 舞踊 その他 11月12日(火) 11月13日(水) 11月14日(木)

6 宮崎県 高千穂町立高千穂小学校 豊福彬文 舞踊 その他 10月29日(火) 10月30日(水) 10月31日(木)

6 宮崎県 宮崎市立恒久小学校 豊福彬文 舞踊 その他 12月16日(月) 12月17日(火) 12月18日(水)

9 宮崎県 宮崎市立江平小学校 児玉孝文 舞踊 その他 6月7日(金) 6月11日(火) 6月12日(水)

10 宮崎県 延岡市立土々呂中学校 新崎誠実 音楽 ピアノ 12月11日(水) 12月12日(木) -

11 宮崎県 日向市立細島小学校 児玉孝文 舞踊 その他 11月5日(火) 11月6日(水) 11月7日(木)

12 宮崎県 新富町立富田中学校 豊福彬文 舞踊 その他 12月11日(水) 12月12日(木) 12月13日(金)

13 宮崎県 宮崎大学教育学部附属中学校 児玉孝文 舞踊 その他 10月21日(月) 10月22日(火) 10月23日(水)

14 宮崎県 宮崎県立赤江まつばら支援学校 豊福彬文 舞踊 その他 9月18日(水) 9月25日(水) 9月30日(月)

15 宮崎県 宮崎市立国富小学校 児玉孝文 舞踊 その他 10月25日(金) 10月28日(月) 11月1日(金)

15 宮崎県 宮崎市立生目台西小学校 豊福彬文 舞踊 その他 6月12日(水) 6月13日(木) 6月14日(金)

17 宮崎県 椎葉村立不土野小学校 荒木大作 大衆芸能 落語 6月4日(火) 7月9日(火) 10月22日(火)

18 宮崎県 宮崎県立宮崎農業高等学校 児玉孝文 舞踊 その他 6月7日(金) 6月10日(月) 6月13日(木)
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1 鹿児島県 宇検村立久志小学校 大塚紀男 音楽 その他 6月6日(木) 6月8日(土) 6月10日(月)

2 鹿児島県 宇検村立田検小学校 大塚紀男 音楽 その他 6月7日(金) - -

3 鹿児島県 徳之島町立母間小学校 木内佳苗 音楽 ピアノ 7月9日(火) - -

4 鹿児島県 与論町立与論小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月27日(水) - -

5 鹿児島県 与論町立茶花小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月27日(水) 11月28日(木) -

6 鹿児島県 与論町立那間小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月28日(木) - -

7 鹿児島県 西之表市立古田小学校 井尻兼人 音楽 その他 12月4日(水) - -

8 鹿児島県 姶良市立西姶良小学校 井尻兼人 音楽 その他 12月5日(木) - -

9 鹿児島県 姶良市立漆小学校 井尻兼人 音楽 その他 12月5日(木) - -

10 鹿児島県 姶良市立三船小学校 井尻兼人 音楽 その他 12月6日(金) - -

11 鹿児島県 姶良市立西浦小学校 井尻兼人 音楽 その他 12月6日(金) - -

12 鹿児島県 屋久島町立安房中学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 12月10日(火) 12月11日(水) -

13 鹿児島県 出水市立江内小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月5日(火) - -

14 鹿児島県 出水市立江内中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月6日(水) - -

15 鹿児島県 出水市立蕨島小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月6日(水) - -

16 鹿児島県 出水市立鶴荘学園 曽根哲夫 音楽 管楽器 11月7日(木) - -

17 鹿児島県 曽於市立中谷小学校 前川光世 音楽 その他 10月30日(水) - -

18 鹿児島県 曽於市立財部南小学校 前川光世 音楽 その他 10月30日(水) 10月31日(木) -

19 鹿児島県 曽於市立財部北小学校 前川光世 音楽 その他 10月22日(火) - -

20 鹿児島県 枕崎市別府中学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 10月8日(火) - -

21 鹿児島県 枕崎市立別府小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 10月9日(水) - -

22 鹿児島県 薩摩川内市立海陽中学校 岡村富恵 美術 その他 6月8日(土) - -

23 鹿児島県 霧島市立溝辺中学校 溝口摂 大衆芸能 落語 10月29日(火) - -

24 鹿児島県 いちき串木野市立照島小学校 森田良平 音楽 弦楽器 7月13日(土) - -

25 鹿児島県 鹿児島市立谷山北中学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 11月25日(月) 11月26日(火) 11月27日(水)

26 鹿児島県 湧水町立吉松中学校 愛甲理絵 音楽 弦楽器 6月21日(金) 10月27日(日) -
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27 鹿児島県 鹿屋市立西原小学校 金井真澄 演劇 現代劇 11月6日(水) 11月7日(木) -
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1 沖縄県 沖縄県立糸満高等学校 新崎誠実 音楽 その他 7月3日(水) 7月4日(木) 7月5日(金)

2 沖縄県 沖縄県立那覇西高等学校 比嘉祥人 音楽 その他 9月10日(火) 9月11日(水) 9月12日(木)

3 沖縄県 沖縄県立島尻特別支援学校 新崎誠実 音楽 その他 6月27日(木) 6月28日(金) -

4 沖縄県 沖縄県立八重山特別支援学校 玉城ちこ 音楽 弦楽器 11月27日(水) - -

5 沖縄県 宜野湾市立普天間小学校 與那嶺圭一 演劇 現代劇 9月24日(火) 9月25日(水) 9月26日(木)

6 沖縄県 沖縄市立島袋小学校 島袋寛之 演劇 現代劇 6月18日(火) 6月19日(水) 6月20日(木)

7 沖縄県 沖縄市立比屋根小学校 與那嶺圭一 演劇 現代劇 11月11日(月) 11月12日(火) 11月13日(水)

8 沖縄県 沖縄市立山内小学校 島袋寛之 演劇 現代劇 9月3日(火) 9月4日(水) 9月5日(木)

9 沖縄県 沖縄市立コザ小学校 島袋寛之 演劇 現代劇 6月11日(火) 6月12日(水) 6月13日(木)

10 沖縄県 沖縄市立諸見小学校 蔵元利貴 演劇 現代劇 11月5日(火) 11月6日(水) 11月7日(木)

11 沖縄県 沖縄市立室川小学校 與那嶺圭一 演劇 現代劇 6月25日(火) 6月26日(水) 6月27日(木)

12 沖縄県 沖縄市立北美小学校 與那嶺圭一 演劇 現代劇 10月9日(水) 10月10日(木) 10月15日(火)

13 沖縄県 糸満市立糸満小学校 三宅伸哉 音楽 その他 12月10日(火) 12月11日(水) 12月12日(木)

14 沖縄県 北中城村立島袋小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月13日(水) 11月14日(木) 11月15日(金)

15 沖縄県 北中城村立北中城小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月13日(水) 11月14日(木) 11月15日(金)

16 沖縄県 那覇市立開南小学校 三宅伸哉 音楽 その他 12月10日(火) 12月11日(水) 12月12日(木)

17 沖縄県 那覇市立高良小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月26日(火) 12月16日(月) 12月17日(火)

18 沖縄県 那覇市立那覇小学校 三宅伸哉 音楽 その他 12月16日(月) 12月17日(火) 12月18日(水)

19 沖縄県 伊是名村立伊是名中学校 井尻兼人 音楽 その他 10月7日(月) 10月8日(火) -

20 沖縄県 伊是名村立伊是名小学校 井尻兼人 音楽 その他 10月8日(火) 10月9日(水) -

21 沖縄県 東村立東小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 12月4日(水) 12月5日(木) -

22 沖縄県 東村立東中学校 牧瀬顕利 音楽 その他 12月4日(水) - -

23 沖縄県 東村立有銘小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 12月5日(木) - -

24 沖縄県 石垣市立川平小学校 島袋寛之 演劇 現代劇 7月8日(月) 7月9日(火) 7月10日(水)

25 沖縄県 石垣市立大浜小学校 玉城ちこ 音楽 弦楽器 11月26日(火) - -

26 沖縄県 嘉手納町立嘉手納小学校 與那嶺圭一 演劇 現代劇 11月14日(木) 11月15日(金) 11月18日(月)
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27 沖縄県 浦添市立仲西小学校 野尻小矢佳 音楽
パーカッ
ション

6月4日(火) 6月5日(水) -

28 沖縄県 浦添市立前田小学校 比嘉祥人 音楽 その他 9月25日(水) 9月26日(木) 9月27日(金)

29 沖縄県 浦添市立宮城小学校 喜名雅 音楽 管楽器 10月1日(火) 10月2日(水) -

30 沖縄県 浦添市立当山小学校 比嘉康志 音楽 管楽器 11月6日(水) 11月7日(木) -

31 沖縄県 浦添市立浦城小学校 乗松恵美 音楽 声楽 11月13日(水) 11月14日(木) -

32 沖縄県 浦添市立内間小学校 新崎誠実 音楽 ピアノ 11月20日(水) 11月21日(木) 11月22日(金)

33 沖縄県 浦添市立神森小学校 新崎洋実 音楽 ピアノ 12月2日(月) 12月3日(火) 12月4日(水)

34 沖縄県 与那国町立与那国小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月5日(火) 11月7日(木) -

35 沖縄県 与那国町立比川小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月6日(水) - -

36 沖縄県 与那国町立久部良小学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月7日(木) - -

37 沖縄県 与那国町立久部良中学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月6日(水) - -

38 沖縄県 与那国町立与那国中学校 三宅伸哉 音楽 その他 11月5日(火) - -

39 沖縄県 今帰仁村立今帰仁中学校 国末貞仁 音楽 管楽器 9月2日(月) 9月3日(火) 9月4日(水)

40 沖縄県 名護市立羽地中学校 中川賢一 音楽 ピアノ 9月2日(月) 9月3日(火) 9月4日(水)

41 沖縄県 名護市立安和小学校 比嘉祥人 音楽 その他 7月9日(火) - -

42 沖縄県 名護市立久辺小学校 比嘉祥人 音楽 その他 7月10日(水) 7月11日(木) -

43 沖縄県 名護市立屋部小学校 大嶋康司 音楽 管楽器 11月29日(金) 11月30日(土) -

44 沖縄県 名護市立大北小学校 大嶋康司 音楽 管楽器 11月28日(木) - -

45 沖縄県 名護市立東江小学校 亀谷早紀 音楽 声楽 9月25日(水) 9月26日(木) 9月27日(金)

46 沖縄県 渡名喜村立渡名喜小学校 三宅伸哉 音楽 その他 10月24日(木) 10月25日(金) -

47 沖縄県 渡名喜村立渡名喜中学校 三宅伸哉 音楽 その他 10月23日(水) 10月24日(木) -
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1 札幌市 札幌市立定山渓中学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 9月27日(金) - -

2 札幌市 札幌市立定山渓小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 9月30日(月) - -

3 札幌市 札幌市立北辰中学校ひまわり分校 三宅伸哉 音楽 その他 9月20日(金) - -

4 札幌市 札幌市立幌北小学校ひまわり分校 三宅伸哉 音楽 その他 9月19日(木) - -

5 札幌市 札幌市立幌北小学校 三宅伸哉 音楽 その他 9月19日(木) - -

6 札幌市 札幌市立美香保小学校 小林玄人 音楽 その他 9月9日(月) 9月10日(火) 9月11日(水)

7 札幌市 札幌市立明園中学校 弦巻啓太 演劇 現代劇 6月19日(水) 9月18日(水) 9月19日(木)

8 札幌市 札幌市立桑園小学校 佐藤嘉則 音楽 弦楽器 10月11日(金) - -

9 札幌市 札幌市立元町小学校 西脇恵美子 生活文化 華道 10月3日(木) - -

10 札幌市 札幌市立篠路中学校 斎藤千鶴 演劇 現代劇 9月20日(金) 9月24日(火) 9月25日(水)

11 札幌市 札幌市立苗穂小学校 清水友陽 演劇 現代劇 9月25日(水) 10月22日(火) 10月30日(水)

12 札幌市 札幌市立あやめ野小学校 森里子 音楽 弦楽器 10月4日(金) - -

13 札幌市 札幌市立元町北小学校 矢吹英孝 演劇 人形劇 6月13日(木) - -

14 札幌市 札幌市立元町北小学校 西脇秀之 演劇 現代劇 10月17日(木) 10月24日(木) -

15 札幌市 札幌市立駒岡小学校 中村裕 美術 その他 7月18日(木) 7月19日(金) 9月14日(土)

16 札幌市 札幌市立清田南小学校 黒田晃弘 美術 その他 12月19日(木) - -

17 札幌市 札幌市立中の島小学校 鈴木真理 音楽 声楽 9月17日(火) - -

18 札幌市 市立札幌平岸高等学校 磯貝圭子 演劇 現代劇 7月14日(日) 7月15日(月) 8月11日(日)
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1 仙台市 仙台市立秋保中学校 大山健治 伝統芸能 和太鼓 8月22日(木) 8月23日(金) 8月30日(金)

2 仙台市 仙台市立東仙台中学校 野々下孝 演劇 現代劇 9月1日(日) 9月2日(月) 9月3日(火)

3 仙台市 仙台市立蒲町中学校 佐藤千寿子 伝統芸能 その他 11月27日(水) 12月11日(水) 12月18日(水)

4 仙台市 仙台市立六郷小学校 野々下孝 演劇 現代劇 9月10日(火) 9月17日(火) 9月24日(火)

5 仙台市 仙台市立秋保小学校 前川光世 音楽 その他 11月14日(木) 11月15日(金) -



令和元年度文化芸術による子供育成総合事業（芸術家の派遣事業） 実施校一覧

大項目 中項目 第1回 第2回 第3回

実施分野 実施日

講師氏名番号
都道府県・
政令指定都

市
実施希望校

1 さいたま市 さいたま市立三室小学校 大藤豪一郎 音楽 管楽器 9月2日(月) 9月3日(火) -

2 さいたま市 さいたま市立大宮北小学校 曽根哲夫 音楽 管楽器 7月1日(月) 7月2日(火) -

3 さいたま市 さいたま市立指扇小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

10月2日(水) - -

4 さいたま市 さいたま市立春岡小学校 落語協会 大衆芸能 落語 9月28日(土) - -

5 さいたま市 さいたま市立東宮下小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月8日(土) - -

6 さいたま市 さいたま市立上落合小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

9月12日(木) - -
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1 千葉市 千葉市立作新小学校 井上千恵子 伝統芸能 箏 11月26日(火) 11月27日(水) 11月28日(木)
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1 横浜市 横浜市立大正小学校 櫻田素子 音楽 その他 11月27日(水) 12月4日(水) 12月11日(水)

2 横浜市 横浜市立日野小学校 安倍久惠 伝統芸能 その他 11月13日(水) 11月20日(水) 11月27日(水)

3 横浜市 横浜市立希望ヶ丘小学校 安倍久惠 伝統芸能 その他 12月4日(水) 12月6日(金) 12月12日(木)

4 横浜市 横浜市立西寺尾小学校 川合啓史 舞踊 その他 6月25日(火) 6月26日(水) 6月27日(木)

5 横浜市 横浜市立中丸小学校 金持亜実 音楽 声楽 11月11日(月) 11月12日(火) 11月13日(水)

6 横浜市 横浜市立三ツ沢小学校 上水樽力 音楽 その他 10月18日(金) 10月25日(金) 10月28日(月)

7 横浜市 横浜市立下野谷小学校 上水樽力 音楽 その他 12月3日(火) 12月4日(水) 12月5日(木)

9 横浜市 横浜市立南戸塚小学校 稲津清一 音楽 その他 10月22日(火) 10月29日(火) 11月5日(火)

10 横浜市 横浜市立南小学校 奥田智之 伝統芸能 箏 12月10日(火) 12月11日(水) 12月12日(木)

11 横浜市 横浜市立立野小学校 浦塚勝人 舞踊 現代舞踊 6月6日(木) 6月13日(木) 6月20日(木)

12 横浜市 横浜市立ろう特別支援学校 藤野透 演劇 人形劇 7月11日(木) - -

13 横浜市 横浜市立権太坂小学校 戸塚修 音楽 ピアノ 10月16日(水) - -

14 横浜市 横浜市立上白根中学校 佐藤久美子 演劇 その他 6月27日(木) 6月28日(金) -

15 横浜市 横浜市立釜利谷南小学校 高橋江利子 演劇 その他 10月10日(木) - -

16 横浜市 横浜市立城郷小学校 中村仁美 伝統芸能 その他 12月13日(金) - -

17 横浜市 横浜市立駒林小学校 牧野美沙 音楽
パーカッ
ション

11月22日(金) - -

18 横浜市 横浜市立新吉田小学校 網野久恵 伝統芸能 箏 12月4日(水) - -

19 横浜市 横浜市立大綱小学校 三橋香 伝統芸能 箏 6月18日(火) 6月19日(水) 6月21日(金)

20 横浜市 横浜市立舞岡小学校 高橋江利子 演劇 その他 12月4日(水) 12月11日(水) -

21 横浜市 横浜市立永田中学校 佐藤久美子 演劇 その他 7月16日(火) 7月18日(木) -

22 横浜市 横浜市立青葉台中学校 川畑順子 音楽 声楽 10月8日(火) 10月9日(水) 10月10日(木)

23 横浜市 横浜市立市ヶ尾中学校 浦塚勝人 舞踊 現代舞踊 11月8日(金) 11月15日(金) 11月22日(金)

24 横浜市 横浜市立中川西中学校 浦塚勝人 舞踊 現代舞踊 11月11日(月) 11月18日(月) 11月25日(月)

25 横浜市 横浜市立藤の木小学校 荒井靖貴 伝統芸能 箏 12月11日(水) 12月12日(木) 12月13日(金)

26 横浜市 横浜市立永田小学校 笠原勝代 伝統芸能 箏 12月9日(月) - -

27 横浜市 横浜市立港南台第一小学校 岡保文子 音楽 弦楽器 12月17日(火) - -
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28 横浜市 横浜市立丸山台小学校 茂山富太朗 伝統芸能 その他 11月12日(火) - -

29 横浜市 横浜市立永野小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

12月19日(木) - -

30 横浜市 横浜市立二俣川小学校 黒田晃弘 美術 その他 10月22日(火) 10月23日(水) 10月24日(木)

31 横浜市 横浜市立都岡小学校 黒田晃弘 美術 その他 12月2日(月) 12月3日(火) -

32 横浜市 横浜市立洋光台第二小学校 真鍋尚之 伝統芸能 その他 12月16日(月) 12月17日(火) -

33 横浜市 横浜市立さわの里小学校 真鍋尚之 伝統芸能 その他 12月16日(月) 12月17日(火) -

34 横浜市 横浜市立六浦小学校 高橋江利子 演劇 その他 7月4日(木) 7月5日(金) -

35 横浜市 横浜市立北綱島特別支援学校 高田由利子 音楽 その他 6月7日(金) 7月5日(金) 7月12日(金)

36 横浜市 横浜市立新羽小学校 網野久江 伝統芸能 箏 12月4日(水) - -

37 横浜市 横浜市立高田小学校 佐藤久美子 演劇 現代劇 9月5日(木) 9月6日(金) -

38 横浜市 横浜市立北山田小学校 小澤拓也 伝統芸能 その他 9月13日(金) 9月20日(金) 9月26日(木)

39 横浜市 横浜市立名瀬小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月5日(水) 6月6日(木) 6月21日(金)

40 横浜市 横浜市立鳥が丘小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

6月22日(土) - -

41 横浜市 横浜市立桂台小学校 河原厚子 音楽 声楽 9月9日(月) 9月17日(火) 9月26日(木)

42 横浜市 横浜市立笠間小学校 小林美希 音楽 その他 8月30日(金) 9月6日(金) 9月11日(水)

43 横浜市 横浜市立小菅ヶ谷小学校 石谷泰樹 音楽 その他 6月18日(火) 6月20日(木) 6月25日(火)
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1 川崎市 川崎市立大谷戸小学校 吉川由里子 伝統芸能 箏 11月11日(月) 11月12日(火) -

2 川崎市 川崎市立岡上小学校 小森亜紀 演劇 その他 11月25日(月) 11月26日(火) -

3 川崎市 川崎市立田島支援学校 中津川浩章 美術 その他 9月26日(木) - -

4 川崎市 川崎市立田島支援学校桜校 中津川浩章 美術 その他 9月6日(金) 9月12日(木) -

5 川崎市 川崎市立柿生小学校 平井李枝 音楽 ピアノ 6月17日(月) 6月24日(月) -

6 川崎市 川崎市立東柿生小学校 江頭耕治 舞踊 現代舞踊 12月6日(金) 12月13日(金) 12月20日(金)

7 川崎市 川崎市立西菅小学校 渡辺泰子 伝統芸能 箏 12月13日(金) - -

8 川崎市 川崎市立田島小学校 吉川由里子 伝統芸能 箏 12月5日(木) - -

9 川崎市 川崎市立東菅小学校 水嶋護 大衆芸能 落語 11月22日(金) 11月29日(金) 12月13日(金)

10 川崎市 川崎市立南河原小学校 川﨑惠 音楽 その他 9月26日(木) 12月9日(月) 12月12日(木)

11 川崎市 川崎市立西御幸小学校 三原和香子 美術 その他 6月5日(水) 6月12日(水) 6月19日(水)
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1 相模原市 相模原市立東林小学校 浦塚勝人 舞踊 現代舞踊 6月5日(水) 6月12日(水) 6月19日(水)

2 相模原市 相模原市立南大野小学校 石井喜久子 音楽
パーカッ
ション

11月13日(水) - -

3 相模原市 相模原市立広陵小学校 太田太郎 音楽 弦楽器 11月7日(木) - -

4 相模原市 相模原市立相武台小学校 疋田ようこ 演劇 その他 6月7日(金) - -

5 相模原市 相模原市立湘南小学校 三田浩則 音楽
パーカッ
ション

7月3日(水) - -

6 相模原市 相模原市立谷口台小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 7月2日(火) 7月3日(水) 7月4日(木)
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1 新潟市 新潟市立坂井東小学校 中澤利彦 音楽 声楽 9月10日(火) 9月17日(火) 9月24日(火)

2 新潟市 新潟市立亀田小学校 中澤利彦 舞踊 現代舞踊 10月1日(火) 10月8日(火) 10月15日(火)

3 新潟市 新潟市立亀田西小学校 小林和子 音楽 その他 7月17日(水) 11月18日(月) -

4 新潟市 新潟市立青山小学校 西谷純代 音楽 声楽 10月1日(月) 10月3日(水) 10月7日(日)

5 新潟市 新潟市立内野中学校 板倉久徳 音楽 その他 6月16日(日) 7月13日(土) 8月3日(土)

6 新潟市 新潟市立内野小・中学校希望が丘分校 田村佑介 伝統芸能 和太鼓 9月21日(土) 11月9日(土) 12月10日(火)

7 新潟市 新潟市立根岸小学校 小林和子 音楽 その他 6月12日(水) 10月28日(日) 12月3日(火)

8 新潟市 新潟市立両川中学校 倉澤桃子 音楽
パーカッ
ション

6月16日(日) 6月30日(日) 12月18日(水)

9 新潟市 新潟市立早通中学校 板倉久徳 音楽 管楽器 6月15日(土) 7月7日(日) 7月20日(土)

10 新潟市 新潟市立光晴中学校 板倉久徳 音楽 その他 6月9日(日) 7月6日(土) 7月28日(日)

11 新潟市 新潟市立中野山小学校 柳沼宏寿 美術 その他 11月28日(木) - -

12 新潟市 新潟市立新通小学校 中澤利彦 舞踊 現代舞踊 9月10日(火) 9月17日(火) 9月24日(火)

13 新潟市 新潟市立下山小学校 中澤利彦 舞踊 現代舞踊 10月1日(火) 10月8日(火) 10月15日(火)

14 新潟市 新潟市立木戸小学校 中澤利彦 舞踊 現代舞踊 9月13日(金) 9月20日(金) 9月27日(金)

15 新潟市 新潟市立坂井輪小学校 中澤利彦 舞踊 現代舞踊 9月13日(金) 9月20日(金) 9月27日(金)
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1 静岡市 静岡市立長田北小学校 海野智子 演劇 その他 9月9日(月) 9月10日(火) -

2 静岡市 静岡市立富士見小学校 海野智子 演劇 その他 6月3日(月) 6月4日(火) -

3 静岡市 静岡市立葵小学校 海野智子 演劇 その他 11月11日(月) 11月12日(火) -

4 静岡市 静岡市立玉川中学校 松浦喜一 伝統芸能 和太鼓 6月18日(火) 10月21日(月) 12月16日(月)

5 静岡市 静岡市立中藁科小学校 鈴木裕子 音楽 弦楽器 10月29日(火) - -
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1 浜松市 浜松市立大平台小学校 岡本勝美 伝統芸能 箏 12月3日(火) 12月4日(水) -

2 浜松市 浜松市立高台中学校 小島理世 伝統芸能 箏 6月6日(木) 6月10日(月) 6月17日(月)

3 浜松市 浜松市立広沢小学校 小島理世 伝統芸能 箏 10月15日(火) - -

4 浜松市 浜松市立富塚中学校 小島理世 伝統芸能 箏 6月4日(火) 6月11日(火) 6月18日(火)

5 浜松市 浜松市立平山小学校 三宅伸哉 音楽 その他 10月7日(月) 10月8日(火) -

6 浜松市 浜松市立東部中学校 水船桂太郎 音楽 声楽 10月3日(木) - -

7 浜松市 浜松市立丸塚中学校 濱口祐輔 音楽 管楽器 6月22日(土) 7月13日(土) 8月24日(土)
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1 名古屋市 名古屋市六郷北小学校 篠田ミチル 演劇 現代劇 10月21日(月) 10月30日(水) 10月31日(木)

2 名古屋市 名古屋市立稲葉地小学校 國分光一郎 音楽 その他 9月20日(金) - -

3 名古屋市 名古屋市立広路小学校 大野誠 伝統芸能 能楽 7月10日(水) - -
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1 京都市 京都市立御所東小学校 河村晴久 伝統芸能 能楽 6月5日(水) 6月19日(水) 6月26日(水)

2 京都市 京都市立醍醐小学校 三好嘉一 伝統芸能 その他 10月30日(水) - -

3 京都市 京都市立伏見板橋小学校 三好嘉一 伝統芸能 その他 11月20日(水) - -

4 京都市 京都市立醍醐中学校 碩将平 舞踊 現代舞踊 11月15日(金) 11月22日(金) 11月29日(金)

5 京都市 京都市立桃山中学校 碩将平 舞踊 現代舞踊 9月9日(月) 9月10日(火) 9月11日(水)

6 京都市 京都市立修学院第二小学校 茂山正邦 伝統芸能 その他 11月26日(火) 11月27日(水) -

7 京都市 京都市立太秦小学校 友岡宣仁 伝統芸能 和太鼓 9月7日(土) - -

8 京都市 京都市立唐橋小学校 倉橋義雄 伝統芸能 その他 12月2日(月) - -

9 京都市 京都市立鳳徳小学校 茂山正邦 伝統芸能 その他 9月10日(火) 9月12日(木) -

10 京都市 京都市立加茂川中学校 柴田紘亨 音楽 管楽器 6月9日(日) 10月26日(土) 12月7日(土)

11 京都市 京都市立開睛小中学校 柴田紘亨 音楽 管楽器 6月8日(土) 7月13日(土) 7月20日(土)

12 京都市 京都市立西京極中学校 黒木陽子 演劇 現代劇 10月28日(月) 10月29日(火) 10月30日(水)

13 京都市 京都市立松尾中学校 田中安紀 音楽
パーカッ
ション

10月3日(木) - -

14 京都市 京都市立桂中学校 柴田紘亨 音楽 管楽器 6月22日(土) 7月13日(土) 9月28日(土)

15 京都市 京都市立京極小学校 茂山正邦 伝統芸能 その他 12月13日(金) - -

16 京都市 京都市立御所南小学校 川塚錦造 伝統芸能 その他 6月24日(月) 7月1日(月) 7月8日(月)

17 京都市 京都市立音羽川小学校 吉浪壽晃 伝統芸能 能楽 11月5日(火) - -

18 京都市 京都市立南大内小学校 服部英生 音楽 声楽 7月5日(金) 9月6日(金) 10月18日(金)

19 京都市 京都市立太秦中学校 黒木陽子 演劇 現代劇 11月11日(月) 11月14日(木) 11月25日(月)

20 京都市 京都市立朱雀第二小学校 茂山正邦 伝統芸能 その他 11月5日(火) - -

21 京都市 京都市立朱雀第三小学校 増田智彦 大衆芸能 落語 10月1日(火) - -

22 京都市 京都市立大薮小学校 吉田篤史 伝統芸能 能楽 6月26日(水) 6月27日(木) -

23 京都市 京都市立養正小学校 元林伸雄 演劇 現代劇 10月2日(水) 10月9日(水) 10月16日(水)

24 京都市 京都市立久我の杜小学校 ベクムジジョー・ンコシ 音楽
パーカッ
ション

10月28日(月) 10月29日(火) 10月30日(水)

25 京都市 京都市立嵐山東小学校 服部英生 音楽 声楽 6月11日(火) 6月25日(火) 7月9日(火)

26 京都市 京都市立高雄中学校 黒坂周吾 伝統芸能 和太鼓 7月10日(水) 8月28日(水) 9月4日(水)
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27 京都市 京都市立日吉ケ丘高等学校 田村緑 音楽 その他 11月14日(木) 11月15日(金) 11月16日(土)

28 京都市 京都市立銅駝美術工芸高等学校 渡邉和代 演劇 現代劇 6月4日(火) - -

29 京都市 京都市立紫野高等学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月4日(火) 11月5日(火) 12月2日(月)

30 京都市 京都市立堀川高等学校 今田孝一 音楽 管楽器 10月6日(日) 11月3日(日) 12月1日(日)
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1 大阪市 新北島小学校 安藤広二 舞踊 身体表現 6月14日(金) - -

2 大阪市 大阪市立大空小学校 黒木陽子 演劇 現代劇 12月2日(月) 12月3日(火) -

3 大阪市 大阪市立磯路小学校 平田一紀 演劇 現代劇 10月4日(金) - -

4 大阪市 大阪市立苗代小学校 山中雅志 伝統芸能 能楽 6月12日(水) 6月19日(水) -

5 大阪市 大阪市立生魂小学校 中田弘美 伝統芸能 能楽 11月11日(月) 11月18日(月) 11月30日(土)

6 大阪市 大阪市立御幸森小学校 小林玄人 音楽 その他 11月12日(火) - -

7 大阪市 大阪市立新東淀中学校 田中弘 音楽 管楽器 6月8日(金) 7月6日(土) 7月13日(土)

8 大阪市 大阪市立加美東小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 12月6日(金) 12月9日(月) 12月10日(火)

9 大阪市 大阪市立文の里中学校 中尾徳仁 音楽 管楽器 6月21日(金) 9月11日(水) 11月12日(火)

10 大阪市 大阪市立みどり小学校 大口絵美子 舞踊 現代舞踊 10月28日(月) 11月25日(月) 12月2日(月)

11 大阪市 大阪市立長居小学校 万谷正伸 音楽 管楽器 8月21日(水) 9月28日(土) 10月26日(土)

12 大阪市 大阪市立東中学校 岸部雅史 音楽 管楽器 6月19日(水) 9月13日(金) 11月13日(水)

14 大阪市 大阪市立生野中学校 田中弘 音楽 管楽器 7月7日(日) 7月14日(日) 7月21日(日)
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1 堺市 堺市立登美丘東小学校 林聡子 伝統芸能 箏 11月26日(火) 11月27日(水) 11月28日(木)

2 堺市 堺市立登美丘西小学校 玉村徹 伝統芸能 箏 11月25日(月) 11月26日(火) 11月27日(水)

3 堺市 堺市立登美丘中学校 玉村徹 伝統芸能 箏 12月3日(火) 12月5日(木) 12月6日(金)

4 堺市 堺市立三原台中学校 溝端一惠 生活文化 茶道 12月5日(木) 12月6日(金) -

5 堺市 堺市立上野芝中学校 高野智子 伝統芸能 箏 6月3日(月) 6月4日(火) 6月10日(月)
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1 神戸市 神戸市立枝吉小学校 松村公彦 伝統芸能 和太鼓 6月7日(金) 6月20日(木) 7月11日(木)

2 神戸市 神戸市立丸山中学校 村井博之 音楽 管楽器 7月21日(日) 9月1日(日) 11月3日(日)

3 神戸市 神戸市立唐櫃中学校 村井博之 音楽 管楽器 6月16日(日) 7月14日(日) 8月2日(金)

4 神戸市 神戸市立本多聞中学校 村井博之 音楽 管楽器 7月27日(土) 8月10日(土) 11月4日(月)

5 神戸市 神戸市立伊川谷中学校 村井博之 音楽 管楽器 7月24日(水) 8月17日(土) 10月13日(日)

6 神戸市 神戸市立山田小学校 山本孝一 伝統芸能 和太鼓 6月4日(火) 6月6日(木) 7月23日(火)

7 神戸市 神戸市立筒井台中学校 村井博之 音楽 管楽器 7月26日(金) 8月6日(火) 9月22日(日)

8 神戸市 神戸市立有馬中学校 村井博之 音楽 管楽器 7月20日(土) 8月9日(金) 10月20日(日)

9 神戸市 神戸市立垂水中学校 村井博之 音楽 管楽器 7月23日(火) 8月11日(日) 10月6日(日)

10 神戸市 神戸市立北神戸中学校 村井博之 音楽 管楽器 6月23日(土) 7月15日(日) 8月3日(金)

11 神戸市 神戸市立垂水東中学校 村井博之 音楽 管楽器 6月9日(日) 7月7日(日) 8月1日(木)

12 神戸市 神戸市立上野中学校 村井博之 音楽 管楽器 7月13日(土) 8月7日(水) 11月24日(日)

13 神戸市 神戸市立西神中学校 村井博之 音楽 管楽器 6月30日(日) 7月28日(日) 9月8日(日)

14 神戸市 神戸市立福住小学校 小林玄人 音楽 その他 11月11日(月) - -

15 神戸市 神戸市立筑紫が丘小学校 小林玄人 音楽 その他 11月11日(月) 11月12日(火) -

16 神戸市 神戸市立真陽小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 6月6日(木) 6月7日(金) -

17 神戸市 神戸市立長田中学校 村井博之 音楽 管楽器 7月25日(木) 8月12日(月) 10月27日(日)
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1 岡山市 岡山市立陵南小学校 佐藤嘉則 音楽 弦楽器 10月15日(火) - -

2 岡山市 岡山市立足守中学校 澤田万純 舞踊 バレエ 10月10日(木) - -

3 岡山市 岡山市立千種小学校 牧瀬顕利 音楽 その他 6月4日(火) 6月5日(水) -

4 岡山市 岡山市立平津小学校 田上豊 演劇 現代劇 6月20日(木) 6月21日(金) 6月22日(土)
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1 広島市 広島市立矢野西小学校 佐藤健司 大衆芸能 落語 11月13日(水) - -

2 広島市 広島市立畑賀小学校 佐藤健司 大衆芸能 落語 11月12日(火) - -

3 広島市 広島市立八幡小学校 松田早智子 伝統芸能 箏 11月5日(火) 11月6日(水) -

4 広島市 広島市立三篠小学校 金石あずさ 音楽
パーカッ
ション

11月13日(水) - -

5 広島市 広島市立井原小学校 神堀美紗 音楽 ピアノ 6月25日(火) - -

6 広島市 広島市立山本小学校 川東陽華 伝統芸能 三味線 10月30日(水) 10月31日(木) 11月1日(金)

7 広島市 広島市立黄金山小学校 浅田美恵子 音楽
パーカッ
ション

11月10日(日) - -

8 広島市 広島市立神崎小学校 上垣内さおり 音楽 弦楽器 8月30日(金) - -

9 広島市 広島市立石内小学校 松田早智子 伝統芸能 箏 6月28日(金) - -

10 広島市 広島市立原小学校 大津典子 伝統芸能 その他 12月2日(月) - -

11 広島市 広島市立本川小学校 末永祐美子 音楽 管楽器 6月12日(火) 6月13日(水) 6月14日(木)

12 広島市 広島市立南観音小学校 上垣内さおり 音楽 弦楽器 9月2日(月) - -

13 広島市 広島市立戸山小・中学校 川東陽華 伝統芸能 三味線 6月25日(火) 7月2日(火) -

14 広島市 広島市立阿戸小学校 川東陽華 伝統芸能 三味線 7月4日(木) - -

15 広島市 広島市立船越小学校 小川裕典 音楽
パーカッ
ション

10月17日(木) - -

16 広島市 広島市立高須小学校 北川伸治 生活文化 茶道 6月4日(火) 11月14日(木) -

17 広島市 広島市立原南小学校 光原大樹 伝統芸能 箏 11月12日(火) - -

18 広島市 広島市立瀬野川中学校 小川裕雅 音楽
パーカッ
ション

9月13日(金) - -

19 広島市 広島市立翠町小学校 川東陽華 伝統芸能 三味線 10月21日(月) 10月22日(火) -

20 広島市 広島市立井口小学校 田村裕子 伝統芸能 和太鼓 12月2日(月) 12月9日(月) 12月16日(月)

21 広島市 広島市立美鈴が丘小学校 渡辺朝香 音楽 声楽 6月26日(水) - -

22 広島市 広島市立井口明神小学校 梶川純司 音楽 管楽器 11月25日(月) 11月26日(火) 11月27日(水)

23 広島市 広島市立五日市中央小学校 今福優 伝統芸能 和太鼓 10月7日(月) 11月18日(月) 12月9日(月)
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1 北九州市 北九州市立朽網小学校 岡村富恵 美術 その他 6月10日(月) - -

2 北九州市 北九州市立松ヶ江南小学校 中尾友紀 音楽 管楽器 11月11日(月) 11月12日(火) 11月13日(水)

3 北九州市 北九州市立浅川小学校 東島啓子 伝統芸能 箏 6月10日(月) 6月11日(火) 6月14日(金)

4 北九州市 北九州市立牧山小学校 東島啓子 伝統芸能 箏 11月25日(月) 11月26日(火) 11月29日(金)

5 北九州市 北九州市立古前小学校 東島啓子 伝統芸能 箏 6月6日(木) 6月7日(金) -

6 北九州市 北九州市立小森江西小学校 東島啓子 伝統芸能 箏 9月24日(火) 9月25日(水) -

7 北九州市 北九州市立深町小学校 東島啓子 伝統芸能 箏 11月18日(月) 11月19日(火) 11月22日(金)

8 北九州市 北九州市立中井小学校 東島啓子 伝統芸能 箏 10月28日(月) 10月29日(火) 11月1日(金)

9 北九州市 北九州市立中尾小学校 東島啓子 伝統芸能 箏 6月17日(月) 6月18日(火) 6月21日(金)

10 北九州市 北九州市立今町小学校 三宅伸哉 音楽 その他 6月3日(月) 6月5日(水) -
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1 福岡市 福岡市立堅粕小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 7月5日(金) - -

2 福岡市 福岡市立東光小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 7月5日(金) - -

3 福岡市 福岡市立春吉小学校 岩下愛 舞踊 身体表現 11月11日(月) 11月12日(火) -

4 福岡市 福岡市立博多小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 6月27日(木) 6月28日(金) -

5 福岡市 福岡市立千代小学校 棟久木綿佳 音楽 ピアノ 6月27日(木) 6月28日(金) -

6 福岡市 福岡市立鳥飼小学校 迫田孝二 演劇
ミュージカ
ル

10月10日(木) - -

7 福岡市 福岡市立有住小学校 林成彦 演劇 現代劇 9月3日(火) 9月4日(水) 9月5日(木)

8 福岡市 福岡市立玉川小学校 矢巻正輝 音楽 管楽器 10月21日(月) 11月29日(金) -

9 福岡市 福岡市立香椎小学校 岩下愛 舞踊 身体表現 6月26日(水) 6月27日(木) 6月28日(金)

10 福岡市 福岡市立春住小学校 臼井由紀子 伝統芸能 その他 10月31日(木) - -

11 福岡市 福岡市立内浜小学校 花岡金光 音楽
パーカッ
ション

10月30日(水) - -

12 福岡市 福岡市立北崎中学校 池脇晋輔 伝統芸能 和太鼓 6月22日(土) 9月21日(土) 11月9日(土)

13 福岡市 福岡市立筑紫丘小学校 小林玄人 音楽 その他 11月20日(水) - -

14 福岡市 福岡市立舞鶴小学校 小林玄人 音楽 その他 11月21日(木) 11月22日(金) -

15 福岡市 福岡市立舞鶴中学校 小林玄人 音楽 その他 11月21日(木) 11月22日(金) -

16 福岡市 福岡市立高宮小学校 坂口貴信 伝統芸能 能楽 9月18日(水) 9月25日(水) 10月9日(水)
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1 熊本市 熊本市立池上小学校 平島智幸 演劇 現代劇 10月2日(水) 10月18日(金) 11月1日(金)

2 熊本市 熊本市立東野中学校 高田大介 伝統芸能 和太鼓 9月10日(火) 9月24日(火) 10月8日(火)


