
平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校

オーケストラ 青森県 黒石市立黒石東小学校 制作団体： （財）札幌交響楽団

7公演 岩手県 盛岡市立仙北小学校 公演団体： （財）札幌交響楽団

秋田県 横手市立十文字中学校 公演演目： 「カルメン」「花のワルツ」他

宮城県 柴田町立東船岡小学校 ブロック： A

北海道 興部町立興部中学校

札幌市 札幌市立中央小学校

北海道 室蘭市立蘭東中学校

オーケストラ 青森県 黒石市立東英小学校 制作団体： （社）山形交響楽団

20公演 青森県 弘前市立小沢小学校 公演団体： 山形交響楽団

青森県 十和田市立南小学校 公演演目： 「四季」より「春」・「新世界より」他

青森県 階上町立赤保内小学校 ブロック： A

青森県 八戸市立根岸小学校

北海道 滝川市立江陵中学校

札幌市 札幌市立豊成養護学校

札幌市 札幌市立東白石小学校

宮城県 気仙沼市立唐桑中学校

宮城県 本吉町立大谷中学校

宮城県 東松島市立鳴瀬第一中学校

宮城県 女川町立女川第一小学校

岩手県 陸前高田市立広田中学校

岩手県 大船渡市立第 中学校

制作団体・公演団体

岩手県 大船渡市立第一中学校

宮城県 登米市立宝江小学校

岩手県 岩手県立みたけ養護学校

秋田県 八峰町立峰浜中学校

秋田県 羽後町立田代小学校

秋田県 秋田市立戸島小学校

秋田県 由利本荘市立鶴舞小学校

音楽劇 北海道 美深町立美深小学校 制作団体： （財）オペラアーツ振興財団

19公演 札幌市 札幌市立札苗北中学校 公演団体： （有）アーツ・カンパニー

札幌市 札幌市立新陽小学校 公演演目： 「カルメン」

北海道 北海道五稜郭養護学校 ブロック： A

青森県 板柳町立板柳南小学校

青森県 弘前市立新和小学校

秋田県 北秋田市立米内沢小学校

秋田県 大館市立東中学校

秋田県 鹿角市立八幡平小学校

秋田県 横手市立雄物川中学校

仙台市 仙台市立八木山南小学校

仙台市 聖ドミニコ学院小学校

宮城県 気仙沼市立新月中学校

宮城県 南三陸町立志津川中学校

宮城県 岩沼市立玉浦中学校

宮城県 石巻市立広渕小学校

宮城県 涌谷町立箟岳小学校

岩手県 一関市立山目中学校

岩手県 岩手町立沼宮内小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

児童劇 北海道 北海道紋別養護学校ひまわり学園分校 制作団体： （株）ともしび

15公演 札幌市 札幌市立札苗小学校 公演団体： オペレッタ劇団ともしび

北海道 北海道余市養護学校しりべし学園分校 公演演目： 「金剛山のトラたいじ」他

青森県 平川市立金田小学校 ブロック： A

秋田県 鹿角市立花輪北小学校

秋田県 北秋田市立鷹巣東小学校

秋田県 美郷町立千屋小学校

岩手県 盛岡市立川目小学校

岩手県 久慈市立山根小学校

岩手県 釜石市立小佐野小学校

岩手県 一関市立弥栄小学校

宮城県 気仙沼市立中井小学校

宮城県 石巻市立渡波小学校

仙台市 仙台市立沖野東小学校

仙台市 仙台市立中野小学校

児童劇 宮城県 気仙沼市立月立小学校 制作団体： （有）劇団あとむ

15公演 仙台市 仙台市立湯元小学校 公演団体： （有）劇団あとむ

仙台市 仙台市立東宮城野小学校 公演演目： 「あとむの時間はアンデルセン」

宮城県 名取市立高舘小学校 ブロック： A

岩手県 一関市立興田小学校

岩手県 関市立摺沢小学校岩手県 一関市立摺沢小学校

秋田県 美郷町立金沢小学校

秋田県 男鹿市立払戸小学校

秋田県 鹿角市立草木小学校

青森県 青森県立黒石養護学校

札幌市 札幌市立定山渓小学校

札幌市 札幌市立澄川小学校

札幌市 札幌市立東光小学校

北海道 帯広市立つつじが丘小学校

北海道 中標津町立中標津小学校

演劇 札幌市 帯広市立帯広第五中学校（午前） 制作団体： （有）東京演劇アンサンブル

8公演 北海道 札幌市立西宮の沢小学校 公演団体： 東京演劇アンサンブル

秋田県 男鹿市立船越小学校 公演演目： 「おじいちゃんの口笛」

岩手県 北上市立和賀西小学校 ブロック： A

岩手県 一関市立大原中学校

宮城県 気仙沼市立小原木中学校

宮城県 石巻市立中津山第二小学校

宮城県 塩竈市立第三小学校

演劇 秋田県 男鹿市立北陽小学校 制作団体： （財）新制作座文化センター

6公演 秋田県 三種町立琴丘中学校 公演団体： （財）新制作座文化センター

宮城県 南三陸町立戸倉中学校 公演演目： 「泥かぶら」

宮城県 栗原市立若柳小学校 ブロック： A

宮城県 栗原市立瀬峰中学校

宮城県 岩沼市立岩沼西中学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

人形浄瑠璃 北海道 留萌市立留萌中学校 制作団体： 江戸糸あやつり人形座

22公演 北海道 旭川市立向陵小学校 公演団体： 江戸糸あやつり人形座

札幌市 札幌市立真駒内緑小学校 公演演目： 「三番叟」「橋弁慶」「田能久」

北海道 厚沢部町立厚沢部小学校 ブロック： A

青森県 十和田市立十和田湖小学校

青森県 弘前市立三省小学校

青森県 六戸町立六戸小学校

青森県 八戸市立城下小学校

青森県 南部町立杉沢小学校

岩手県 大船渡市立崎浜小学校

岩手県 大船渡市立末崎中学校

宮城県 涌谷町立涌谷第三小学校

秋田県 湯沢市立湯沢東小学校

宮城県 栗原市立鴬沢小学校

宮城県 柴田町立柴田小学校

仙台市 仙台市立作並小学校

仙台市 仙台市立荒浜小学校

宮城県 女川町立女川第二中学校

宮城県 石巻市立住吉小学校

宮城県 石巻市立河南東中学校

宮城県 本吉町立馬籠小学校宮城県 本吉町立馬籠小学校

仙台市 仙台市立高森小学校

邦楽･邦舞 札幌市 札幌市立豊平小学校 制作団体： （社）日本舞踊協会

12公演 北海道 旭川市立雨紛小学校 公演団体： （社）日本舞踊協会

北海道 枝幸町立乙忠部小学校 公演演目： 「おどり・躍る・踊ろう！」

青森県 八戸市立桔梗野小学校 ブロック： A

秋田県 秋田市立外旭川中学校

岩手県 八幡平市立安代中学校

秋田県 秋田市立大住小学校

秋田県 小坂町立小坂小学校

宮城県 気仙沼市立南気仙沼小学校

岩手県 釜石市立双葉小学校

岩手県 奥州市立水沢小学校

仙台市 仙台市立泉ヶ丘小学校

演芸 仙台市 仙台市立八乙女中学校 制作団体： （有）貞水企画室

12公演 宮城県 東松島市立矢本東小学校 公演団体： （有）貞水企画室

宮城県 美里町立南郷中学校 公演演目： 怪談物　他

宮城県 石巻市立貞山小学校 ブロック： A

宮城県 気仙沼市階上中学校

岩手県 奥州市立衣川中学校

青森県 八戸市立青潮小学校

青森県 青森市立浅虫中学校

北海道 上ノ国町立上ノ国中学校

北海道 帯広市立明和小学校

秋田県 三種町立森岳小学校

秋田県 湯沢市立湯沢西小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

オーケストラ 埼玉県 越谷市立大沢小学校 制作団体： （財）群馬交響楽団

11公演 埼玉県 加須市立志多見小学校 公演団体： （財）群馬交響楽団

埼玉県 本庄市立共和小学校（午前） 公演演目： 「フィガロの結婚」「運命」「カルメン」他

埼玉県 行田市立東小学校 ブロック： B

山形県 酒田市立飛鳥中学校

福島県 新地町立尚英中学校

福島県 田村市立美山小学校

栃木県 佐野市立吾妻小学校

埼玉県 日高市立高根小学校

埼玉県 小川町立東小川小学校

群馬県 前橋市立荒子小学校

オーケストラ 福島県 西郷村立米小学校 制作団体： （財）仙台フィルハーモニー管弦楽団

11公演 福島県 田村市立広瀬小学校 公演団体： 仙台フィルハーモニー管弦楽団

福島県 福島市立金谷川小学校 公演演目： 「花のワルツ」「マイスタージンガー」他

埼玉県 入間市立藤沢東小学校 ブロック： B

埼玉県 草加市立松原小学校

埼玉県 越谷市立越ヶ谷小学校

埼玉県 伊奈町立小針小学校

山形県 南陽市立赤湯中学校

栃木県 小山市立穂積小学校

さ たま市 さいたま市慈恩寺小学校さいたま市 さいたま市慈恩寺小学校

群馬県 高崎市立吉井西小学校

オーケストラ さいたま市 さいたま市立田島小学校 制作団体： イマジネーションプラス

18公演 さいたま市 さいたま市立馬宮西小学校 公演団体： 古野光昭フルノーツWith寺井尚子

埼玉県 三郷市立彦成中学校 公演演目： 「Ａ列車で行こう」「モーニン」他

埼玉県 日高市立高萩中学校 ブロック： B

埼玉県 県立春日部特別支援学校

埼玉県 行田市立桜ヶ丘小学校

埼玉県 本庄市立仁手小学校

埼玉県 本庄市立中央小学校

埼玉県 狭山市立南小学校

山形県 酒田市立田沢小学校

山形県 東根市立大富中学校

福島県 田村市立船引南小学校

福島県 田村市立西向小学校

福島県 いわき市立宮小学校

栃木県 栃木県立南那須特別支援学校

栃木県 岩舟町立静和小学校

栃木県 栃木県立足利特別支援学校

栃木県 足利市立大月小学校
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児童劇 さいたま市 さいたま市立東宮下小学校 制作団体： （有）劇団風の子北海道

14公演 さいたま市 さいたま市立蓮沼小学校 公演団体： 劇団風の子北海道

さいたま市 さいたま市立七里小学校 公演演目： 「十二の月の物語」

埼玉県 上尾市立平方東小学校 ブロック： B

埼玉県 久喜市立清久小学校

埼玉県 本庄市立北泉小学校

埼玉県 埼玉県立行田特別支援学校

群馬県 藤岡市立平井小学校

群馬県 渋川市立橘小学校

群馬県 渋川市立長尾小学校

群馬県 前橋市立粕川小学校

栃木県 岩舟町立小野寺北小学校

福島県 会津若松市立湊小学校

福島県 石川町立中谷第一小学校

演劇 埼玉県 三郷市立彦糸小学校 制作団体： （有）演劇集団　未踏

15公演 埼玉県 三郷市立前間小学校 公演団体： 演劇集団　未踏

埼玉県 羽生市立新郷第二小学校 公演演目： 「カムイが来た！」

埼玉県 加須市立加須平成中学校 ブロック： B

埼玉県 加須市立花崎北小学校

埼玉県 小鹿野町立小鹿野中学校

埼玉県 三郷市立吹上小学校埼玉県 三郷市立吹上小学校

さいたま市 さいたま市立大戸小学校

群馬県 甘楽町立小幡小学校

栃木県 西方町立西方中学校

栃木県 小山市立絹中学校

山形県 大江町立左沢小学校

山形県 天童市立山口小学校

福島県 平田村立蓬田中学校

福島県 田村市立牧野小学校

演劇 埼玉県 小鹿野町立三田川中学校 制作団体： （有）青年劇場

2公演 埼玉県 上尾市立大石中学校 公演団体： 秋田雨雀・土方与志記念　青年劇場

公演演目： 「博士の愛した数式」

ブロック： B

ミュージカル 埼玉県 春日部市立富多小学校 制作団体： （有）オペラシアターこんにゃく座

14公演 埼玉県 三郷市立彦成小学校 公演団体： オペラシアターこんにゃく座

さいたま市 さいたま市立河合小学校 公演演目： 「森は生きている」

埼玉県 伊奈町立小針北小学校 ブロック： B

埼玉県 越谷市立大袋北小学校

埼玉県 羽生市立村君小学校

群馬県 前橋市立大胡小学校

群馬県 前橋市立桃瀬小学校

群馬県 前橋市立細井小学校

栃木県 佐野市立犬伏東小学校

栃木県 栃木市立栃木第四小学校

栃木県 下野市立国分寺中学校

栃木県 鹿沼市立西大芦小学校

福島県 葛尾村立葛尾小学校
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能楽 群馬県 みどり市立あずま小学校 制作団体： （株）伝統芸能オフィス

19公演 さいたま市 さいたま市立与野南小学校 公演団体： 三宅狂言会

埼玉県 深谷市立桜ヶ丘小学校 公演演目： 「盆山」「茸」

埼玉県 和光市立第三小学校 ブロック： B

埼玉県 騎西町立鴻茎小学校

埼玉県 上尾市立原市小学校

群馬県 前橋市立朝倉小学校

さいたま市 さいたま市立和土小学校

群馬県 藤岡市立小野小学校

栃木県 野木町立野木小学校

栃木県 鹿沼市立久我小学校

福島県 須賀川市立白江小学校

福島県 須賀川市立大森小学校

福島県 二本松市立北戸沢小学校

福島県 いわき市立田人第一小学校

福島県 田村市立石森小学校

山形県 上山市立東小学校

山形県 上山市立宮川中学校

山形県 酒田市立第六中学校

邦楽･邦舞 さいたま市 さいたま市立岸町小学校 制作団体： くりえいと音夢

2公演 山形県 川西町立高山小学校 公演団体 琵琶 ト びかむ2公演 山形県 川西町立高山小学校 公演団体： 琵琶ユニット　びかむ

公演演目： 「敦盛」「モチモチの木」他

ブロック： B

演芸 埼玉県 行田市立中央小学校 制作団体： （社）日本奇術協会

11公演 埼玉県 行田市立星宮小学校 公演団体： （社）日本奇術協会

さいたま市 さいたま市立城北小学校 公演演目： 「ベスト・マジック・フェスティバル」

埼玉県 吉川市立北谷小学校 ブロック： B

埼玉県 八潮市立中川小学校

群馬県 高崎市立車郷小学校

栃木県 佐野市立旗川小学校

福島県 白河市立小野田小学校

福島県 須賀川市立長沼東小学校

山形県 鶴岡市立田川小学校

山形県 酒田市立松山小学校

現代舞踊 埼玉県 越谷市立出羽小学校 制作団体： 蘭このみスペイン舞踊団

6公演 栃木県 鹿沼市立さつきが丘小学校 公演団体： 蘭このみスペイン舞踊団

山形県 酒田市立八幡小学校 公演演目： スペイン舞踊「アンダルシアの風」

群馬県 渋川市立渋川南小学校 ブロック： B

栃木県 栃木市立千塚小学校

福島県 小野町立浮金小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

合唱 山梨県 南アルプス市立白根巨摩中学校 制作団体： （財）東京二期会

16公演 東京都 練馬区立関中学校 公演団体： （財）東京二期会

東京都 杉並区立松ノ木中学校 公演演目： 「魔笛」/「カルメン」他

東京都 目黒区立下目黒小学校 ブロック： C

東京都 練馬区立石神井台小学校

東京都 武蔵野市立関前南小学校

東京都 西東京市立栄小学校

千葉県 旭市立海上中学校

千葉市 千葉市立幸町第一小学校

千葉市 千葉市立真砂第二中学校

千葉県 市川市立大野小学校

東京都 葛飾区立南綾瀬小学校

東京都 墨田区立言問小学校

茨城県 五霞町立五霞東小学校

茨城県 古河市立三和中学校

茨城県 常総市立豊田小学校

オーケストラ 東京都 八王子市立恩方第一小学校 制作団体： 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

16公演 東京都 昭島市立つつじが丘北小学校 公演団体： 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

東京都 稲城市立稲城第三小学校 公演演目： 「観光列車」「フィンランディア」他

東京都 江戸川区立篠崎第五小学校 ブロック： C

千葉県 印西市立船穂中学校千葉県 印西市立船穂中学校

千葉県 印西市立原小学校

千葉県 柏市立柏第三小学校

千葉県 栄町立布鎌小学校

千葉市 千葉市立大森小学校

山梨県 山梨県立盲学校

茨城県 筑西市立下館小学校

茨城県 かすみがうら市立新治小学校

茨城県 鉾田市立諏訪小学校

千葉県 浦安市立明海南小学校

千葉市 千葉市立高洲第一小学校

千葉県 南房総市立白浜中学校

オーケストラ 東京都 小金井市立東小学校 制作団体： （財）日本フィルハーモニー交響楽団

6公演 東京都 北区立王子第五小学校 公演団体： 日本フィルハーモニー交響楽団

茨城県 小美玉市立羽鳥小学校 公演演目： 「アルルの女」他

千葉市 千葉市立轟町小学校 ブロック： C

千葉県 松戸市立栗ヶ沢小学校

千葉市 千葉市立おゆみ野南小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

児童劇 東京都 目黒区立宮前小学校 制作団体： （有）舞台芸術

25公演 東京都 江戸川区立小岩小学校 公演団体： （有）舞台芸術

山梨県 中央市立玉穂南小学校 公演演目： 「車のいろは空のいろ」

山梨県 北杜市立高根西小学校 ブロック： C

東京都 豊島区立長崎小学校

東京都 練馬区立早宮小学校

東京都 足立区立保木間小学校

東京都 新宿区立江戸川小学校

茨城県 古賀市立八俣小学校

茨城県 龍ヶ崎市立龍ヶ崎西小学校

茨城県 那珂市立五台小学校

茨城県 北茨城市立富士ヶ丘小学校

茨城県 常陸太田市立世矢小学校

茨城県 常総市立玉小学校

茨城県 行方市立津澄小学校

千葉県 匝瑳市立豊和小学校

千葉県 銚子市立明神小学校

千葉県 旭市立矢指小学校

千葉県 富里市立日吉台小学校

千葉県 匝瑳市立栄小学校

千葉県 山武市立睦岡小学校千葉県 山武市立睦岡小学校

千葉県 鴨川市立鴨川小学校

千葉県 鴨川市立田原小学校

千葉市 千葉市立磯辺第一小学校

東京都 足立区立六木小学校

児童劇 東京都 目黒区立碑小学校 制作団体： 企業組合　劇団仲間

10公演 千葉県 野田市立柳沢小学校 公演団体： 劇団　仲間

茨城県 水戸市立内原小学校 公演演目： 「カモメに飛ぶことを教えた猫」

茨城県 桜川市立羽黒小学校 ブロック： C

茨城県 潮来市立津知小学校

千葉県 栄町立竜角寺台小学校

千葉市 千葉市立花見川第一小学校

千葉県 君津市立大和田小学校

茨城県 古河市立駒羽根小学校

山梨県 甲斐市立竜王小学校

演劇 千葉市 千葉市立葛城中学校 制作団体： （有）劇団銅鑼

12公演 茨城県 石岡市立北小学校 公演団体： 劇団　銅鑼

茨城県 筑西市立下館北中学校 公演演目： 「エイジアン・パラダイス」

茨城県 つくば市立桜中学校 ブロック： C

東京都 小金井市立東中学校

茨城県 龍ヶ崎市立中根台中学校

山梨県 北杜市立甲陵中学校

茨城県 潮来市立潮来第二中学校

千葉県 袖ケ浦市立中川小学校

千葉県 袖ケ浦市立蔵波中学校

千葉県 鴨川市立長狭中学校

千葉県 館山市立館野小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

ミュージカル 東京都 練馬区立大泉北中学校 制作団体： （有）山彦の会

7公演 東京都 大田区立田園調布中学校 公演団体： 山彦の会

東京都 稲城市立稲城第三中学校 公演演目： ミュージカル「山彦ものがたり」

山梨県 大月市立猿橋中学校 ブロック： C

山梨県 甲州市立塩山中学校

山梨県 甲府市立上条中学校

山梨県 増穂町立増穂中学校

能楽 東京都 足立区立東島根中学校 制作団体： （株）ディミックスエンターテイメント

12公演 東京都 荒川区立第六日暮里小学校 公演団体： 座・SQUARE

千葉県 旭市立第一中学校 公演演目： 能「船弁慶」

千葉県 野田市立岩名中学校 ブロック： C

千葉県 流山市立八木北小学校

東京都 多摩市立多摩永山中学校

千葉市 千葉市立小谷小学校

茨城県 河内町立河内中学校

茨城県 日立市立久慈中学校

東京都 あきる野市立屋城小学校

山梨県 南部町立万沢小学校

山梨県 上野原市立島田中学校

人形浄瑠璃 山梨県 身延町立久那土小学校 制作団体： 特定非営利活動法人　伝統芸能交流ネットワーク

17公演 東京都 八王子市立ひよどり山中学校 公演団体 八王子車人形 西川古柳座17公演 東京都 八王子市立ひよどり山中学校 公演団体： 八王子車人形　西川古柳座

東京都 八王子市立山田小学校（午前） 公演演目： 「三番叟」「東海道中膝栗毛」他

東京都 八王子市立散田小学校 ブロック： C

東京都 小平市立鈴木小学校

東京都 中野区立第十中学校

東京都 港区立青南小学校

東京都 板橋区立志村第五中学校

東京都 板橋区立板橋第六小学校（午前）

千葉県 柏市立大津ヶ丘第一小学校

茨城県 取手市立稲小学校

茨城県 鉾田市立旭北小学校

千葉県 香取市立神南小学校

千葉県 匝瑳市立豊栄小学校

千葉県 君津市立外箕輪小学校

千葉県 大多喜町立西中学校

東京都 杉並区立西宮中学校

洋舞 東京都 檜原村立檜原小学校 制作団体： （社）日本バレエ協会

7公演 東京都 足立区立舎人第一小学校 公演団体： （社）日本バレエ協会

東京都 大田区立大森第五小学校 公演演目： 「くるみ割り人形」他

千葉県 柏市立田中北小学校 ブロック： C

千葉市 千葉市立生浜東小学校

千葉県 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷小学校

千葉県 鴨川市立西条小学校
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種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

オーケストラ 愛知県 岡崎市立梅園小学校 制作団体： NPO法人　中部フィルハーモニー交響楽団

25公演 名古屋市 名古屋市立矢田小学校 公演団体： NPO法人　中部フィルハーモニー交響楽団

名古屋市 名古屋市立金城小学校 公演演目： 「アルルの女」/「展覧会の絵」他

名古屋市 名古屋市立新栄小学校 ブロック： D

名古屋市 名古屋市立南陽小学校

愛知県 東浦町立緒川小学校

静岡県 熱海市立第二小学校

岐阜県 岐阜市立梅林小学校

岐阜県 瑞穂市立牛牧小学校

岐阜県 山県市立西武芸小学校

岐阜県 養老郡養老町立笠郷小学校

岐阜県 郡上市立那留小学校

岐阜県 土岐市立土岐津小学校

静岡市 静岡市立足久保小学校

静岡市 静岡市立清水和田島小学校

静岡市 静岡市立久能小学校

静岡県 牧之原市立菅山小学校

神奈川県 平塚市立真土小学校

神奈川県 横須賀市立武山小学校

横浜市 横浜市立永田小学校（午前）

横浜市 横浜市立北綱島小学校（午前）横浜市 横浜市立北綱島小学校（午前）

川崎市 川崎市立有馬小学校

川崎市 川崎市立井田小学校

川崎市 川崎市立日吉小学校

川崎市 川崎市立東大島小学校

オーケストラ 愛知県 一色町立一色中学校 制作団体： （財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

8公演 愛知県 西尾市立福地中学校 公演団体： 名古屋フィルハーモニー交響楽団

浜松市 浜松市立江西中学校 公演演目： 「軽騎兵」「新世界より」他

静岡県 島田市立北中学校 ブロック： D

川崎市 川崎市立新町小学校

岐阜県 岐阜市立藍川中学校

岐阜県 山県市立美山中学校

岐阜県 美濃市立昭和中学校

音楽劇 名古屋市 名古屋市立山王中学校 制作団体： （財）日本オペレッタ協会

13公演 愛知県 豊川市立代田中学校 公演団体： （財）日本オペレッタ協会

名古屋市 名古屋市立常安小学校 公演演目： 「シューベルトの青春―三人姉妹の家―」

岐阜県 笠松町立下羽栗小学校 ブロック： D

岐阜県 可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校

岐阜県 大垣市立南小学校

岐阜県 加茂郡白川町立白川小学校

岐阜県 大垣市立西中学校

岐阜県 恵那市立大井小学校

横浜市 横浜市立平安小学校

静岡県 下田市立稲生沢中学校

浜松市 浜松市立光が丘中学校

横浜市 横浜市立別所小学校
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種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

児童劇 川崎市 川崎市立稲田小学校 制作団体： （有）劇団かかし座

13公演 川崎市 川崎市立西野川小学校 公演団体： （有）劇団かかし座

横浜市 横浜市立八景小学校 公演演目： 「アラジンと魔法のランプ」

横浜市 横浜市立坂本小学校 ブロック： D

横浜市 横浜市立鴨居小学校

横浜市 横浜市立汐見台小学校

横浜市 横浜市立矢部小学校

横浜市 横浜市立岡村小学校

岐阜県 郡上市立川合小学校

岐阜県 関市立武儀西小学校

岐阜県 七宗町立上麻生小学校

横浜市 横浜市立白幡小学校

川崎市 川崎市立幸町小学校

児童劇 名古屋市 名古屋市立明倫小学校 制作団体： （有）劇団風の子

21公演 岐阜県 中津川市立神坂小学校 公演団体： 劇団　風の子

岐阜県 八百津町立錦津小学校 公演演目： 「とべ！夢ひこうき」

岐阜県 恵那市立中野方小学校 ブロック： D

愛知県 瀬戸市立八幡小学校　

岐阜県 輪之内町立福束小学校

岐阜県 山県市立乾小学校

静岡県 島田市立五和小学校静岡県 島田市立五和小学校

長野県 大鹿村立大鹿小学校

神奈川県 横須賀市立長浦小学校

神奈川県 相模原市立川尻小学校

神奈川県 海老名市立中新田小学校

神奈川県 愛川町立高峰小学校

神奈川県 横須賀市立田戸小学校

神奈川県 相模原市立もえぎ台小学校

横浜市 横浜市立いずみ野小学校（午前）

横浜市 横浜市立日向山小学校（午前）

神奈川県 横須賀市立野比小学校

川崎市 川崎市立西御幸小学校

川崎市 川崎市立夢見ヶ崎小学校

横浜市 横浜市立神大寺小学校

演劇 名古屋市 名古屋市立北陵中学校 制作団体： （株）劇団　自由人会

10公演 浜松市 浜松市立舞阪中学校 公演団体： 劇団　自由人会

静岡県 島田市立金谷中学校 公演演目： 「6年3組の阪神大震災」

横浜市 横浜市立希望ヶ丘小学校 ブロック： D

川崎市 川崎市立南生田小学校

長野県 長和町立和田中学校

岐阜県 飛騨市立宮川中学校

岐阜県 各務原市立那加中学校

岐阜県 岐阜市立華陽小学校

岐阜県 岐阜市立日野小学校
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ミュージカル 神奈川県 藤沢市立本町小学校 制作団体： （有）遊玄社

23公演 神奈川県 厚木市立依知中学校 公演団体： 演劇集団　遊玄社

神奈川県 伊勢原市立成瀬小学校 公演演目： 音楽劇「イソップランドの動物たち」

神奈川県 大井町立上大井小学校 ブロック： D

静岡県 下田市立朝日小学校

静岡市 静岡市立清水小河内小学校

愛知県 知立市立知立西小学校

名古屋市 名古屋市立高蔵小学校

愛知県 岩倉市立岩倉東小学校

岐阜県 郡上市立大和西小学校

岐阜県 山県市立伊自良南小学校

岐阜県 関市立博愛小学校

岐阜県 岐阜県立岐阜本巣特別支援学校

岐阜県 土岐市立泉西小学校

川崎市 川崎市立末長小学校

川崎市 川崎市立東住吉小学校

川崎市 川崎市立西丸子小学校

川崎市 川崎市立東小倉小学校

川崎市 川崎市立京町小学校

横浜市 横浜市立上大岡小学校

横浜市 横浜市立汲沢小学校横浜市 横浜市立汲沢小学校

神奈川県 横須賀市立浦郷小学校

神奈川県 三浦市立剣崎小学校

能楽 横浜市 横浜市立美しが丘東小学校 制作団体： （財）鎌倉能舞台

11公演 横浜市 横浜市立あざみ野第一小学校 公演団体： 鎌倉能舞台

横浜市 横浜市立六角橋中学校（午前） 公演演目： 「柿山伏」「安達原」他

川崎市 川崎市立高津小学校 ブロック： D

名古屋市 名古屋市立天白中学校

岐阜県 飛騨市立河合中学校

静岡県 磐田市立豊田北部小学校

静岡市 静岡市立梅ヶ島中学校

神奈川県 横須賀市立ろう学校

川崎市 川崎市立南菅小学校

愛知県 豊田市立大沼小学校

邦楽･邦舞 横浜市 横浜市立高田中学校 制作団体： ［長唄］今藤流

1公演 公演団体： ［長唄］今藤流

公演演目： 「越後獅子」「二人椀久」「綱館」

ブロック： D
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

演芸 愛知県 常滑市立青海中学校 制作団体： （有）沖縄歌舞劇団　美（ちゅら）

21公演 名古屋市 名古屋市立南養護学校 公演団体： 沖縄歌舞劇団　美（ちゅら）

名古屋市 名古屋市立今池中学校 公演演目： エキサイティング・オキナワ「太陽の花」

愛知県 東浦町立東浦中学校 ブロック： D

愛知県 岡崎市立下山小学校

長野県 松本市立寿小学校

長野県 筑北村立聖南中学校

川崎市 川崎市立西梶ヶ谷小学校

川崎市 川崎市立藤崎小学校

横浜市 横浜市立川上小学校（午前）

神奈川県 横須賀市立逸見小学校

神奈川県 横須賀市立荻野小学校

横浜市 横浜市立公田小学校

神奈川県 伊勢原市立緑台小学校

神奈川県 寒川町立寒川東中学校

神奈川県 平塚市立松が丘小学校

静岡県 沼津市立内浦小学校

静岡県 河津町立東小学校

浜松市 浜松市立可美中学校

浜松市 浜松市立金指小学校

愛知県 西尾市立西尾小学校愛知県 西尾市立西尾小学校

洋舞 名古屋市 名古屋市立菊住小学校 制作団体： 法村友井バレエ団

6公演 愛知県 豊川市立中部中学校 公演団体： 法村友井バレエ団

浜松市 浜松市立引佐北部中学校 公演演目： 「くるみ割り人形」他

浜松市 浜松市立大平台小学校 ブロック： D

岐阜県 笠松町立笠松小学校

神奈川県 三浦市立上宮田小学校

合唱 福井県 高浜町立高浜中学校 制作団体： （財）合唱音楽振興会

17公演 福井県 福井市立清水北小学校 公演団体： 東京混声合唱団

福井県 福井市立森田小学校 公演演目： 世界の名曲･日本の歌より

石川県 小松市立串小学校 ブロック： E

石川県 小松市立金野小学校

石川県 能美市立福岡小学校

富山県 富山市立堀川小学校

富山県 富山市立長岡小学校

新潟県 新潟県立直江津中等教育学校

新潟県 長岡市立和島小学校

京都市 京都市立大原野小学校

京都市 京都市立西京極小学校

京都府 長岡京市立長岡第三小学校

京都府 京丹波町立丹波ひかり小学校

京都府 京丹後市立五箇小学校

京都府 京丹後市立海部小学校

京都府 舞鶴市立朝来小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

オーケストラ 石川県 金沢市立鞍月小学校 制作団体： 特定非営利活動法人　京都フィルハーモニー室内合奏団

25公演 石川県 白山市立白峰小学校 公演団体： 京都フィルハーモニー室内合奏団

富山県 南砺市立平小学校 公演演目： 「運命」/「田園」他

富山県 射水市立作道小学校 ブロック： E

富山県 富山市立光陽小学校

富山県 富山市立大久保小学校

新潟県 湯沢町立神立小学校

新潟市 新潟市立白根北中学校

新潟市 新潟市立大形小学校

新潟県 刈羽村立刈羽小学校

新潟県 上越市立吉川中学校

福井県 鯖江市立立待小学校

福井県 福井市立下宇坂小学校

福井県 福井市立社中学校

福井県 坂井市立三国南小学校

福井県 敦賀市立松原小学校

京都府 南丹市立園部中学校

京都府 綾部市立吉美小学校

京都府 京丹後市立吉原小学校

京都府 京丹後市立郷小学校

京都市 京都市立洛中小学校京都市 京都市立洛中小学校

京都市 京都市立川岡小学校

京都市 京都市立百々小学校

京都市 京都市立羽束師小学校

京都市 京都市立吉祥院小学校

オーケストラ 京都府 宇治市立笠取小学校 制作団体： （株）東京国際フォーラム

7公演 京都府 亀岡市立畑野小学校 公演団体：

京都府 亀岡市立青野小学校

福井県 越前市立王子保小学校 公演演目： ラ・フォル・ジュネ　学校へ行く！～音楽と遊ぼう！～

石川県 金沢市立泉中学校 ブロック： E

新潟県 柏崎市立比角小学校

新潟市 新潟市立上所小学校

児童劇 京都府 与謝野町立桑飼小学校 制作団体： （株）ガイ氏ファンタジープロダクション

11公演 京都府 亀岡市立稗田野小学校 公演団体： ガイ氏即興人形劇場

京都府 大山崎町立大山崎小学校 公演演目： 「ごんぎつね」ほか

京都市 京都市立池田東小学校 ブロック： E

京都市 京都市立松尾小学校

京都市 京都市立明徳小学校

福井県 あわら市立北潟小学校

富山県 魚津市立大町小学校

富山県 高岡市立国吉小学校

富山県 富山県立富山ろう学校

富山県 南砺市立井口小学校

ラ・フォル・ジュル
ネ・オ・ジャポン
「熱狂の日」音楽祭
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

演劇 京都府 亀岡市立高田中学校 制作団体： （有）劇団東京芸術座

8公演 京都府 綾部市立上林中学校 公演団体： （有）劇団東京芸術座

京都府 京丹後市立大宮中学校 公演演目： 「Challenge・ed―遠い水の記憶」

石川県 金沢市立長田中学校 ブロック： E

石川県 能登町立柳田中学校

富山県 氷見市立灘浦中学校

石川県 小松市立稚松小学校

京都府 京丹後市立峰山中学校

演劇 京都府 綾部市立何北中学校 制作団体： かわせみ座

12公演 京都市 京都市立京極小学校 公演団体： かわせみ座

京都市 京都市立九条弘道小学校 公演演目： 「ことばのないおもちゃ箱　」

福井県 福井市鷹巣小学校 ブロック： E

福井県 坂井市春江小学校

石川県 七尾市立和倉小学校

石川県 七尾市立北嶺中学校

富山県 小矢部市立津沢小学校

富山県 入善町立飯野小学校

新潟県 佐渡市立八幡小学校

新潟市 新潟市立越前小学校

新潟県 長岡市立脇野町小学校

ミ ジカ 新潟市 新潟市立西川中学校 制作団体 （有）総合劇集団俳優館ミュージカル 新潟市 新潟市立西川中学校 制作団体： （有）総合劇集団俳優館

21公演 新潟市 新潟市立味方中学校 公演団体： 総合劇集団俳優館

新潟県 長岡市立栖吉小学校 公演演目： ミュージカル「ねこはしる」

新潟県 上越市立谷浜小学校 ブロック： E

富山県 富山市立太田小学校

石川県 七尾市立小丸山小学校

石川県 宝達志水町立押水第一小学校

石川県 金沢市立西南部小学校

石川県 金沢市立明成小学校

福井県 大野市上庄小学校

福井県 福井市春山小学校

福井県 福井市清水東小学校

京都府 舞鶴市立余内小学校

京都府 宮津市立上宮津小学校

京都府 伊根町立伊根小学校

京都府 与謝野町立山田小学校

京都府 福知山市立菟原小学校

京都市 京都市立安井小学校

京都市 京都市立樫原小学校

京都市 京都市立西陣中央小学校

京都府 笠置町立笠置小学校

能楽 京都府 与謝野町立岩屋小学校 制作団体： （財）片山家能楽・京舞保存財団

6公演 京都市 京都市立今熊野小学校 公演団体： （財）片山家能楽・京舞保存財団

京都市 京都市立御室小学校 公演演目： 能「舎利」

富山県 氷見市立西部中学校 ブロック： E

新潟県 魚沼市立守門中学校

京都府 京都府立園部高等学校附属中学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

人形浄瑠璃 京都市 京都市立西京極西小学校 制作団体： （財）現代人形劇センター

3公演 京都府 立命館小学校 公演団体： ひとみ座乙女文楽

石川県 小松市立丸内中学校 公演演目： 「増補大江山酒呑童子～戻橋の段～」他

ブロック： E

演芸 京都府 福知山市立三和中学校 制作団体： （株）テアトルアカデミー

8公演 京都府 舞鶴市立岡田中学校 公演団体： RHYTHM　COLLECTION

京都府 福知山市立遷喬小学校 公演演目： 「RHYTHM　COLLECTION」

京都府 京都府立舞鶴養護学校 ブロック： E

福井県 あわら市金津小学校

新潟市 新潟市立金津中学校

新潟県 上越市立大和小学校

京都市 京都市立明親小学校

洋舞 新潟県 南魚沼市立大崎小学校 制作団体： （財）松山バレエ団

6公演 富山県 黒部市立宇奈月小学校 公演団体： 松山バレエ団

富山県 富山市立芝園小学校 公演演目： 「チャイコフスキー三大バレエ」ハイライト

富山県 南砺市立吉江中学校 ブロック： E

富山県 南砺市立井波小学校

京都市 京都市立嵯峨野小学校

合唱 大阪府 東大阪市立縄手南中学校 制作団体： 関西二期会

17公演 和歌山県 田辺市立鮎川小学校 公演団体： 関西二期会

奈良県 十津川村立平谷小学校 公演演目 「 「ふ さと 季 他奈良県 十津川村立平谷小学校 公演演目： 「カルメン」「ふるさとの四季」他

奈良県 山添村立山添中学校 ブロック： F

奈良県 斑鳩町立斑鳩小学校

三重県 津市立橋北中学校

三重県 多気町立勢和小学校

三重県 松阪市立米ノ庄小学校

三重県 津市立榊原小学校

三重県 四日市市立三重平中学校

滋賀県 甲賀市立朝宮小学校

滋賀県 余呉町立鏡岡中学校（午前）

大阪府 池田市立石橋南小学校

大阪府 東大阪市立長瀬西小学校

大阪府 富田林市立第二中学校

大阪府 大阪府立視覚支援学校

堺市 堺市立八田荘西小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

オーケストラ 奈良県 上牧町立上牧中学校 制作団体： 特定非営利活動法人　関西フィルハーモニー管弦楽団

15公演 奈良県 奈良学園小学校・奈良学園登美ヶ丘中学校 公演団体： 関西フィルハーモニー管弦楽団

奈良県 奈良市立伏見中学校 公演演目： 「舞踏会の美女」他

三重県 桑名市立長島北部小学校 ブロック： F

三重県 度会町立度会小学校

大阪府 豊中市立箕輪小学校

大阪府 河内長野市立千代田小学校

大阪府 富田林市立藤沢台小学校

大阪府 羽曳野市立古市南小学校

大阪府 阪南市立鳥取中学校

滋賀県 滋賀県立長浜養護学校

滋賀県 甲賀市立油日小学校

和歌山県 有田市立保田小学校

和歌山県 有田市立田鶴小学校

和歌山県 有田川町立鳥屋城小学校

オーケストラ 大阪府 富田林市立大伴小学校 制作団体： （社）大阪フィルハーモニー協会

19公演 大阪府 枚方市立春日小学校 公演団体： 大阪フィルハーモニー交響楽団

滋賀県 草津市立矢倉小学校 公演演目： 「スラヴ舞曲」「威風堂々」他

堺市 堺市立浜寺昭和小学校 ブロック： F

堺市 堺市立御池台小学校

奈良県 奈良県立奈良西養護学校奈良県 奈良県立奈良西養護学校

奈良県 斑鳩町立斑鳩東小学校

奈良県 下市町立下市小学校

大阪府 羽曳野市立羽曳が丘小学校

大阪府 豊中市立小曽根小学校

三重県 津市立栗葉小学校

三重県 松阪市立中川小学校

三重県 玉城町立外城田小学校

滋賀県 彦根市立西中学校

和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校

和歌山県 海南市立下津第二中学校

和歌山県 有田川町立御霊小学校

和歌山県 那智勝浦町立浦神小学校

大阪府 阪南市立貝掛中学校

児童劇 三重県 桑名市立深谷小学校 制作団体： （株）劇団うりんこ

12公演 三重県 津市立雲出小学校 公演団体： 劇団　うりんこ

三重県 松阪市立第五小学校 公演演目： 「バイバイわたしのおうち」

堺市 堺市立神石小学校 ブロック： F

大阪府 熊取町立南小学校

和歌山県 紀の川市立麻生津小学校

和歌山県 和歌山市立野崎小学校

和歌山県 上富田町立岡小学校（午前）

奈良県 五條市立阿太小学校

奈良県 明日香村立明日香小学校

奈良県 宇陀市立榛原東小学校

滋賀県 高島市立新旭南小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

児童劇 堺市 堺市立深井西小学校 制作団体： （株）劇団ひまわり

25公演 堺市 堺市立福泉東小学校 公演団体： 劇団ひまわり

大阪府 高槻市立柳川小学校　 公演演目： 「とんでろじいちゃん」

奈良県 奈良市立帯解小学校 ブロック： F

奈良県 桜井市立大福小学校

奈良県 宇陀市立室生西小学校

奈良県 宇陀市立榛原西小学校

奈良県 奈良市立六条小学校

奈良県 香芝市立三和小学校

大阪府 門真市立砂子小学校

大阪府 河内長野市立天見小学校

大阪府 茨木市立三島小学校

大阪府 豊能町立吉川小学校

大阪市 大阪市立恵美小学校

滋賀県 米原市立山東東小学校

滋賀県 長浜市立びわ南小学校

滋賀県 長浜市立南郷里小学校

三重県 亀山市立白川小学校

三重県 志摩市立布施田小学校

三重県 紀北町立赤羽小学校

三重県 紀宝町立神内小学校三重県 紀宝町立神内小学校

和歌山県 田辺市立田辺第三小学校

和歌山県 和歌山市立雑賀小学校

和歌山県 かつらぎ町立笠田小学校

和歌山県 紀の川市立長田小学校

演劇 三重県 津市立芸濃中学校 制作団体： （株）劇団俳小

2公演 堺市 堺市立南八下小学校 公演団体： 劇団　俳小

公演演目： 「椎の木の暦」

ブロック： F

ミュージカル 大阪府 大阪府立刀根山支援学校 制作団体： （株）ミクル・ミュージカルカンパニー

9公演 大阪府 高槻市立冠中学校 公演団体： （株）ミクル・ミュージカルカンパニー

和歌山県 和歌山市立楠見中学校 公演演目： 「メッセンジャー」

和歌山県 紀の川市立粉河中学校 ブロック： F

和歌山県 有田川町立金屋中学校

大阪府 豊中市立北丘小学校

三重県 明和町立明和中学校

三重県 高田中学校

堺市 堺市立上野芝小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

能楽 滋賀県 甲賀市立水口小学校 制作団体： （財）大槻能楽堂

8公演 滋賀県 甲賀市立貴生川小学校 公演団体： （財）大槻能楽堂

奈良県 大淀町立大淀中学校 公演演目： 「土蜘蛛」他

和歌山県 紀の川市立鞆渕小学校 ブロック： F

大阪市 大阪市立丸山小学校

大阪市 大阪市立川北小学校

大阪府 守口市立守口小学校

大阪府 大東市立深野小学校

人形浄瑠璃 奈良県 宇陀市立野依小学校 制作団体： （財）淡路人形協会

7公演 和歌山県 すさみ町立周参見中学校 公演団体： 淡路人形座

三重県 紀宝町立相野谷中学校 公演演目： 淡路人形芝居

三重県 尾鷲市立宮之上小学校 ブロック： F

三重県 志摩市立安乗中学校

大阪府 PL学園小学校

大阪府 藤井寺市立藤井寺南小学校

洋舞 大阪市 大阪市立西中島小学校 制作団体： 小林紀子バレエ・シアター

1公演 公演団体： 小林紀子バレエ・シアター

公演演目： 「ソリテイル」「Movement Caprice」他

ブロック： F

合唱 鳥取県 鳥取市立鹿野小学校 制作団体： （財）新国立劇場運営財団

9公演 鳥取県 琴浦町立八橋小学校 公演団体 （財）新国立劇場運営財団9公演 鳥取県 琴浦町立八橋小学校 公演団体： （財）新国立劇場運営財団

鳥取県 鳥取県立皆生養護学校 公演演目： 日本の歌・オペラ合唱曲

山口県 防府市立華城小学校 ブロック： G

山口県 防府市立佐波小学校

山口県 平生町立平生小学校

広島市 広島市立広島特別支援学校

広島県 安芸高田市立小田小学校

岡山県 備前市立吉永小学校

オーケストラ 広島市 広島市立江波小学校 制作団体： （社）広島交響楽協会

14公演 山口県 岩国市立美和東小学校 公演団体： 広島交響楽団

山口県 周南市立櫛浜小学校 公演演目： 「カルメン」「おもちゃのシンフォニー」他

山口県 防府市立松崎小学校 ブロック： G

山口県 下関市立宇賀小学校

広島県 熊野町立熊野第一小学校

岡山県 総社市立山手小学校

岡山県 美作市立美作北小学校

鳥取県 鳥取市立西郷小学校

鳥取県 鳥取市立浜村小学校

島根県 島根県立江津清和養護学校

広島県 北広島町立壬生小学校

広島市 広島市立毘沙門台小学校

広島市 広島市立幟町小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

オーケストラ 広島県 府中市立国府小学校 制作団体： 日本テレマン協会

22公演 広島県 庄原市立総領小学校 公演団体： テレマン室内管弦楽団

鳥取県 倉吉市立上灘小学校 公演演目： 「～ストローとテレマンは僕の友達～」

鳥取県 鳥取市立気高中学校（午前） ブロック： G

鳥取県 鳥取市立南中学校（午後）

鳥取県 鳥取県立鳥取盲学校

岡山県 岡山市立操南小学校

広島県 三原市立本郷中学校

山口県 萩市立須佐中学校

山口県 防府市立小野中学校（午前）

山口県 防府市立桑山中学校（午後）

山口県 下松市立豊井小学校

山口県 光市立室積小学校

島根県 斐川町立斐川西中学校

島根県 雲南市立西日登小学校（午前）

島根県 雲南市立木次小学校（午後）

島根県 奥出雲町立阿井小学校

広島県 呉市立豊島小学校

山口県 柳井市立柳井南中学校

広島市 広島市立荒神町小学校（午前）

広島市 広島市立古田小学校（午後）広島市 広島市立古田小学校（午後）

山口県 岩国市立美和中学校（午前）

児童劇 山口県 美祢市立麦川小学校 制作団体： 企業組合　劇団風の子九州

19公演 山口県 岩国市立御庄小学校 公演団体： 劇団風の子九州

山口県 岩国市立美和西小学校 公演演目： 「なるほ堂ものがたり」

山口県 和木町立和木小学校 ブロック： G

広島市 広島市立美鈴が丘小学校

広島県 広島県立広島北特別支援学校

広島県 安芸高田市立甲立小学校

島根県 松江市立古志原小学校

鳥取県 米子市立大篠津小学校

鳥取県 米子市立福生西小学校

鳥取県 倉吉市立高城小学校

岡山県 吉備中央町立吉川小学校

岡山県 岡山市立建部小学校

岡山県 赤磐市立磐梨小学校（午前）

広島県 東広島市立風早小学校

広島市 広島市立畑賀小学校

山口県 岩国市立平田小学校

山口県 山口市立良城小学校

山口県 下関市立吉母小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

演劇 山口県 防府市立佐波中学校 制作団体： 特定非営利活動法人　劇団道化

6公演 広島市 広島市立口田中学校 公演団体： 特定非営利活動法人　劇団道化

広島市 広島市立阿戸中学校 公演演目： 「知覧・青春～アイ・アム・ヒア！～」

鳥取県 北栄町立大栄中学校 ブロック： G

山口県 萩市立萩西中学校

山口県 長門市立三隅中学校

演劇 岡山県 岡山市立御津中学校 制作団体： （株）劇団芸優座

11公演 岡山県 岡山市立福田中学校 公演団体： 劇団　芸優座

広島県 三原市立第二中学校 公演演目： 「最後の一葉―O.ヘンリー物語」

広島県 福山市立旭丘小学校 ブロック： G

広島県 三次市立作木中学校

広島県 三次市立甲奴中学校

広島県 安芸高田市立甲田中学校

広島県 廿日市市立七尾中学校

山口県 山陽小野田市立竜王中学校

山口県 周南市立菊川中学校

山口県 岩国市立岩国西中学校

ミュージカル 広島県 福山市立赤坂小学校 制作団体： （株）劇団新児童

23公演 広島市 広島市立中野東小学校 公演団体： 劇団　新児童

広島市 広島市立黄金山小学校 公演演目： 「ききみみずきん」

広島県 三次市立布野小学校 ブ ク G広島県 三次市立布野小学校 ブロック： G

広島県 安芸高田市立船佐小学校

広島県 大竹市立阿多田小学校

山口県 上関町立上関小学校

山口県 下松市立中村小学校

山口県 山口市立上郷小学校

山口県 長門市立神田小学校

島根県 邑南町立矢上小学校

島根県 奥出雲町立仁多中学校

島根県 雲南市立三刀屋小学校

島根県 雲南市立佐世小学校

鳥取県 伯耆町立溝口小学校

鳥取県 米子市立弓ヶ浜小学校

鳥取県 鳥取市立宮ノ下小学校

鳥取県 鳥取市立倉田小学校

岡山県 津山市立清泉小学校

岡山県 新見市立野馳小学校

岡山県 赤磐市立石相小学校

岡山県 岡山市立西小学校

岡山県 玉野市立山田小学校（午前）
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

能楽 山口県 美祢市立豊田前中学校 制作団体： （株）上田観正会能楽堂

17公演 山口県 慶進中学校 公演団体： （株）上田観正会能楽堂

山口県 周防大島町立久賀中学校 公演演目： 「高砂」「柿山伏」「土蜘蛛」他

広島市 広島市立福木小学校 ブロック： G

広島県 安芸太田町立戸河内中学校

広島県 庄原市立高野中学校

島根県 奥出雲町立横田中学校

島根県 大田市立朝波小学校

鳥取県 鳥取市立久松小学校

岡山県 玉野市立東児中学校

広島市 広島市立中山小学校

広島市 広島市立安北小学校

広島市 広島市立可部小学校

広島県 熊野町立熊野第二小学校

広島県 呉市立蒲刈小学校

広島県 呉市立豊中学校

広島県 大崎上島町立大崎上島中学校

演芸 広島市 広島市立竹屋小学校 制作団体： （社）落語芸術協会

10公演 広島市 広島市立亀崎中学校 公演団体： （社）落語芸術協会

山口県 周南市立富田東小学校 公演演目： 寄席芸能公演（「時そば」「寿限無」他）

山口県 山陽小野田市立埴生小学校 ブ ク G山口県 山陽小野田市立埴生小学校 ブロック： G

山口県 長門市立俵山中学校

広島県 竹原市立吉名小学校

広島県 広島県立広島中学校

岡山県 赤磐市立山陽東小学校

鳥取県 倉吉市立上北条小学校

島根県 斐川町立出東小学校

現代舞踊 広島県 竹原市立大乗小学校 制作団体： ナチュラルダンステアトル

6公演 広島市 広島市立古市小学校 公演団体： ナチュラルダンステアトル

山口県 山口市立阿知須小学校 公演演目： 「孤高のパレード」他

山口県 周南市立徳山小学校 ブロック： G

山口県 防府市立玉祖小学校

山口県 周南市立高水小学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

合唱 香川県 善通寺市立中央小学校 制作団体： 東京合唱協会

16公演 兵庫県 高砂市立中筋小学校 公演団体： 東京合唱協会

兵庫県 姫路市立谷外小学校 公演演目： オペレッタ「あまんじゃくとうりこ姫」他

愛媛県 久万高原町立美川小学校 ブロック： H

愛媛県 松山市立清水小学校（午前）

愛媛県 西条市立国安小学校

愛媛県 西条市立三芳小学校

愛媛県 宇和島市立城東中学校

高知県 土佐市立高石小学校

愛媛県 松山市立石井東小学校

神戸市 神戸市立小部中学校

愛媛県 松山市立旭中学校（午後）

愛媛県 四国中央市立三島西中学校

高知県 高知市立南海中学校

徳島県 牟岐町立牟岐小学校

徳島県 佐那河内村立佐那河内中学校

オーケストラ 兵庫県 西宮市立鳴尾北小学校 制作団体： 財団法人　大阪府文化振興財団

14公演 兵庫県 上郡町立船坂小学校 公演団体： 大阪センチュリー交響楽団

神戸市 神戸市立夢野の丘小学校 公演演目： 「運命」「雷鳴と稲妻」他

香川県 善通寺市立南部小学校 ブロック： H

香川県 高松市立仏生山小学校香川県 高松市立仏生山小学校

愛媛県 松山市立垣生中学校（午前）

愛媛県 今治市立波方小学校

愛媛県 西条市立石根小学校

愛媛県 内子町立小田中学校

徳島県 吉野川市立山川中学校

高知県 高知市立横浜中学校

高知県 高知市立長浜小学校

愛媛県 宇和島市立宇和津小学校

愛媛県 宇和島市立浦知小学校
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種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

オーケストラ 兵庫県 神河町立長谷小学校 制作団体： 大阪シンフォニカ－協会

25公演 兵庫県 尼崎市立大庄小学校 公演団体： 大阪シンフォニカー交響楽団

兵庫県 市川町立甘地小学校 公演演目： 「青少年のための管弦楽入門」他

高知県 香南市立野市東小学校 ブロック： H

高知県 北川村立北川中学校

高知県 本山町土佐町中学校組合立嶺北中学校

高知県 いの町立上八川小学校

兵庫県 加東市立米田小学校

兵庫県 三木市立平田小学校

兵庫県 西宮市立高須西小学校

徳島県 美馬市立江原南小学校

徳島県 阿波市立御所小学校

徳島県 阿南市立福井小学校

徳島県 阿南市立今津小学校

徳島県 北島町立北島小学校

兵庫県 明石市立和坂小学校

愛媛県 四国中央市立中之庄小学校

愛媛県 新居浜市立宮西小学校

愛媛県 西条市立周布小学校

愛媛県 東温市立西谷小学校

愛媛県 松山東雲中学 高等学校愛媛県 松山東雲中学・高等学校

高知県 津野町立葉山小学校

高知県 津野町立東津野中学校

愛媛県 鬼北町立近永小学校

愛媛県 西予市立野村中学校

児童劇 徳島県 三好市立櫟生小学校 制作団体： （株）人形劇団むすび座

14公演 高知県 仁淀川町立長者小学校 公演団体： 人形劇団むすび座

高知県 仁淀川町立別府小学校 公演演目： 人業劇「ジョディと小鹿のフラッグと」

愛媛県 宇和島市立三浦小学校 ブロック： H

愛媛県 鬼北町立泉小学校

愛媛県 内子町立大瀬小学校

愛媛県 久万高原町立仕七川小学校

愛媛県 東温市立南吉井小学校

愛媛県 松山市立北条小学校（午前）

香川県 丸亀市立栗熊小学校

香川県 高松市立川添小学校

香川県 坂出市立王越小学校（午前）

香川県 まんのう町立高篠小学校

兵庫県 南あわじ市立湊小学校
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種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

児童劇 徳島県 阿南市立新野小学校 制作団体： （株）すわらじ劇園

10公演 徳島県 美馬市立宮内小学校 公演団体： すわらじ劇園

神戸市 神戸市立好徳小学校 公演演目： 「不思議なバイオリン」

兵庫県 三木市立自由が丘東小学校 ブロック： H

香川県 丸亀市立富熊小学校

愛媛県 松山市立小野小学校

愛媛県 松山市立石井北小学校

愛媛県 松山市立垣生小学校

愛媛県 四国中央市立三島小学校

高知県 南国市立久礼田小学校

演劇 兵庫県 姫路市立上菅小学校 制作団体： （株）劇団往来

14公演 兵庫県 福崎町立八千種小学校 公演団体： （株）劇団往来

愛媛県 四国中央市立南小学校 公演演目： 「レッツ・ダンシャク！～お母ちゃんの目になれ～」

愛媛県 済美平成中等教育学校 ブロック： H

愛媛県 宇和島市立立間小学校

高知県 三原村立三原小学校

高知県 高知市立横浜新町小学校

高知県 大豊町立大杉小学校

徳島県 三好市西祖谷中学校

徳島県 吉野川市立山瀬小学校

香川県 土庄町立土庄小学校香川県 土庄町立土庄小学校

香川県 高松市立大野小学校

香川県 さぬき市立志度東中学校

香川県 観音寺市立観音寺南小学校

ミュージカル 兵庫県 たつの市立龍野小学校 制作団体： （株）オールスタッフ

11公演 香川県 坂出市立林田小学校 公演団体：
ミュージカルカンパニー　イッツフォーリーズ

香川県 まんのう町立満濃南小学校 公演演目： ミュージカル「野菊の墓～初恋～」

愛媛県 松山市立桑原中学校 ブロック： H

愛媛県 今治市立今治小学校

徳島県 美馬市立三島小学校

香川県 善通寺市立筆岡小学校

高知県 南国市立香長中学校

高知県 高知市立鴨田小学校

高知県 四万十市立中村南小学校

高知県 高知市立潮江中学校
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歌舞伎 香川県 宇多津町立宇多津小学校 制作団体： 松竹株式会社

14公演 香川県 土庄町立渕崎小学校 公演団体： 松竹株式会社

高知県 土佐清水市立幡陽小学校 公演演目： 「勧進帳」「鷺娘」他

愛媛県 篠山小中学校組合立篠山小中学校 ブロック： H

愛媛県 砥部町立砥部小学校

愛媛県 砥部町立麻生小学校

徳島県 つるぎ町立半田小学校

徳島県 鳴門市桑島小学校

徳島県 美波町立阿部小学校

香川県 さぬき市立中央小学校

愛媛県 西条市立飯岡小学校

兵庫県 姫路市立古知小学校

兵庫県 加東市立東条東小学校

兵庫県 加東市立鴨川小学校

邦楽・邦舞 神戸市 神戸市立湊山小学校 制作団体： 伶楽舎

10公演 徳島県 上板町立東光小学校 公演団体： 伶楽舎

徳島県 美馬市立脇町中学校 公演演目： 「ポン太と神鳴りさま」

徳島県 美馬市立三島中学校 ブロック： H

香川県 直島町立直島小学校

高知県 室戸市立室戸小学校

愛媛県 愛南町立福浦中学校愛媛県 愛南町立福浦中学校

愛媛県 松野町立松野中学校

愛媛県 伊予市立翠小学校

愛媛県 今治市立朝倉中学校

洋舞 徳島県 徳島県立聾学校 制作団体： （有）谷桃子バレエ団研究所

6公演 愛媛県 松山市立和気小学校 公演団体： 谷桃子バレエ団

愛媛県 鬼北町立愛治小学校 公演演目： 「白鳥の湖」

高知県 四万十市立中村小学校 ブロック： H

高知県 宿毛市立宿毛中学校

高知県 仁淀川町立池川中学校
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オーケストラ 熊本県 あさぎり町立上中学校 制作団体： 有限責任中間法人　東京ニューシティ管弦楽団

20公演 熊本県 菊池市立戸崎小学校 公演団体： 東京ニューシティ管弦楽団

熊本県 阿蘇市立坂梨小学校 公演演目： 「運命」「はげ山の一夜」他

熊本県 植木町立山本小学校 ブロック： I

熊本県 熊本市立御幸小学校

熊本県 湯前町立湯前中学校

熊本県 人吉市立東間小学校

熊本県 熊本市立高平台小学校

熊本県 宇土市立宇土小学校

熊本県 熊本市立桜木小学校

福岡県 豊前市立千束小学校

福岡県 福岡教育大学附属小倉小学校

福岡市 福岡市立香住丘小学校

福岡市 福岡市立弥生小学校

長崎県 長崎大学教育学部附属小学校

長崎県 長崎市立大浦小学校

長崎県 西海市立白似田小学校

佐賀県 鹿島市立東部中学校

佐賀県 鹿島市立鹿島小学校

長崎県 対馬市立久田中学校

熊本県 天草市立二江小学校 制作団体オーケストラ 熊本県 天草市立二江小学校 制作団体： セントラル愛知交響楽団

19公演 熊本県 天草市立本渡東中学校 公演団体： セントラル愛知交響楽団

熊本県 天草市立下浦第一小学校 公演演目： 「新世界より」「日本の四季」他

長崎県 壱岐市立鯨伏小学校 ブロック： I

福岡県 久留米市立南薫小学校

福岡県 大牟田市立白川小学校

熊本県 多良木町立黒肥地小学校

熊本県 八代市立八代小学校

熊本県 上天草市立維和小学校

熊本県 宇城市立松橋小学校

長崎県 佐世保市立宇久中学校

福岡市 福岡市立野芥小学校

長崎県 波佐見町立中央小学校

佐賀県 多久市立南部小学校

長崎県 諫早市立長田小学校

熊本県 阿蘇市立碧水小学校

熊本県 阿蘇市立内牧小学校

熊本県 植木町立吉松小学校

熊本県 合志市立合志南小学校

27／32



平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

音楽劇 熊本県 多良木町立多良木中学校 制作団体： （財）日本オペラ振興会

9公演 熊本県 天草市立本町中学校 公演団体： 藤原歌劇団

長崎県 長崎市立江平中学校 公演演目： 「カルメン」ハイライト

長崎県 長崎市立緑が丘中学校 ブロック： I

長崎県 諫早市立諫早中学校

福岡市 福岡市立原北中学校

福岡県 大野城市立大野中学校

福岡県 宮若市立宮田光陵中学校

北九州市 北九州市立篠崎中学校

児童劇 熊本県 和水町立菊水南小学校 制作団体： 一般財団法人　結城座

16公演 熊本県 上天草市立維和中学校 公演団体： 江戸糸あやつり人形　結城座

熊本県 天草市立二浦小学校 公演演目： 「杜子春」他

熊本県 天草市立鬼池小学校 ブロック： I

長崎県 長崎市立伊王島小学校

長崎県 時津町立時津小学校

佐賀県 白石町立有明南小学校

長崎県 江迎町立江迎小学校

長崎県 松浦市立鷹島小学校

佐賀県 唐津市立相知小学校

佐賀県　 佐賀市立久保泉小学校

福岡市 福岡市立堤小学校福岡市 福岡市立堤小学校

福岡市 福岡市立壱岐東小学校

北九州市 北九州市立すがお小学校

福岡県 上毛町立西吉富小学校

福岡県 苅田町立与原小学校

児童劇 熊本県 山鹿市立六郷小学校 制作団体： （有）劇団プーク

21公演 熊本県 天草市立手野小学校 公演団体： 人形劇団プーク

熊本県 八代市立日奈久小学校 公演演目： 「てぶくろを買いに」「くるみ割り人形」

熊本県 山江村山田小学校 ブロック： I

熊本県 熊本県立松橋東養護学校

長崎県 松浦市立大崎小学校

長崎県 長崎市立村松小学校

長崎県 西海市立西海南小学校

長崎県 雲仙市立西郷小学校

長崎県 佐世保市立天神小学校（午前）

佐賀県 佐賀市立諸富南小学校

熊本県 菊陽町立菊陽西小学校

熊本県 菊池市立水源小学校

佐賀県 佐賀市立三瀬中学校

福岡県 春日市立春日北小学校

福岡市 福岡市立飯倉中央小学校

福岡市 福岡市立能古小学校

長崎県 壱岐市立田河小学校

長崎県 対馬市立鶏鳴小学校

北九州市 北九州市立徳力小学校

福岡県 宗像市立河東小学校
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演劇 熊本県 山鹿市立鹿北中学校 制作団体： （有）京楽座

9公演 熊本県 熊本市立錦ヶ丘中学校 公演団体： 京楽座

熊本県 天草市立本渡南小学校 公演演目： コンサートドラマ「ピアノのはなし」

長崎県 諫早市立北諫早小学校 ブロック： I

長崎県 佐世保市立小佐々中学校

長崎県 壱岐市立霞翠小学校

福岡県 志摩町立可也小学校

福岡市 福岡市立柏原中学校

北九州市 北九州市立板櫃中学校

演劇 熊本県 八代市立泉中学校 制作団体： （株）関西芸術座

3公演 熊本県 上天草市立阿村中学校 公演団体： （株）関西芸術座

長崎県 長崎市立香焼中学校 公演演目： 「青い鳥」

ブロック： I

ミュージカル 福岡県 八女市立三河小学校 制作団体： （有）劇団ドリームカンパニー

17公演 熊本県 山鹿市立米野岳小学校 公演団体： （有）劇団ドリームカンパニー

熊本県 熊本市立富合小学校 公演演目： 「ハロー、天使です！」

熊本県 熊本市立楠中学校 ブロック： I

熊本県 上天草市立湯島小中学校

福岡市 福岡市立福重小学校

福岡市 福岡市立壱岐南小学校

佐賀県 多久市立中部小学校佐賀県 多久市立中部小学校

長崎県 長崎市立西山台小学校

長崎県 西海市立西彼北小学校

長崎県 五島市立翁頭中学校

長崎県 長崎市立野母小学校

長崎県 諫早市立琴海中学校

長崎県 諫早市立小野中学校

長崎県 対馬市立大船越小学校

福岡県 飯塚市立二瀬中学校

福岡県 直方市立直方南小学校

能楽 長崎県 大村市立旭が丘小学校 制作団体： 萬狂言

12公演 長崎県 精道三川台中学校 公演団体： 萬狂言

長崎県 長崎県立虹の原養護学校（午前） 公演演目： 「盆山」「附子」他

長崎県 佐世保市立黒島中学校 ブロック： I

福岡県 久山町立久原小学校

福岡県 春日市立春日小学校

長崎県 対馬市立雞知中学校

福岡市 福岡市立東光小学校

熊本県 天草市立城河原小学校

福岡県 上毛町立友枝小学校

長崎県 佐世保市立黒髪小学校

長崎県 佐世保市立山澄中学校
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邦楽・邦舞 長崎県 新上五島町立青方小学校 制作団体： （株）舞踊集団　菊の会

5公演 長崎県 壱岐市立武生水中学校 公演団体： （株）舞踊集団　菊の会

熊本県 植木町立桜井小学校 公演演目： 「寿獅子」「日本の心を踊る」他

長崎県 長崎市立大浦中学校 ブロック： I

長崎県 諫早市立みはる台小学校

洋舞 熊本県 天草市立倉岳小学校 制作団体： 東京シティ･バレエ団

13公演 熊本県 水俣市立水俣第二中学校 公演団体： 東京シティ･バレエ団

熊本県 阿蘇市立乙姫小学校 公演演目： 「コッペリア」

熊本県 阿蘇市立波野小学校 ブロック： I

熊本県 山鹿市立中富小学校

福岡県 苅田町立南原小学校

長崎県 佐世保市立福石小学校

長崎県 長崎市立高城台小学校

長崎県 諫早市立諫早小学校

長崎県 時津町立時津東小学校

福岡県 古賀市立小野小学校

福岡県 嘉麻市立山田中学校

福岡県 大木町立大溝小学校

オーケストラ 大分県 宇佐市立深見小学校 制作団体： （財）東京フィルハーモニー交響楽団

10公演 大分県 豊後高田市立桂陽小学校 公演団体： 東京フィルハーモニー交響楽団

沖縄県 糸満市立糸満小学校 公演演目 「カ メ 「ガイ 他沖縄県 糸満市立糸満小学校 公演演目： 「カルメン」「ガイーヌ」他

沖縄県 糸満市立米須小学校 ブロック： J

宮崎県 高千穂町立上野小・中学校

宮崎県 延岡市立上南方小学校

鹿児島県 さつま町立山崎中学校

鹿児島県 南さつま市立大田小学校

宮崎県 都城市立祝吉小学校

宮崎県 小林市立永久津小学校

オーケストラ 宮崎県 日南市立細田中学校 制作団体： （財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団

17公演 宮崎県 宮崎市立江平小学校 公演団体： 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

沖縄県 竹富町立船浦中学校 公演演目： 「アルルの女」「フィンランディア」ほか

沖縄県 石垣市立大本小学校 ブロック： J

沖縄県 石垣市立登野城小学校

沖縄県 沖縄市立山内中学校

鹿児島県 鹿屋市立田崎小学校

大分県 中津市立今津小学校

大分県 日田市立三和小学校

宮崎県 延岡市立北浦小学校

宮崎県 門川町立門川小学校

宮崎県 宮崎市立大淀小学校

沖縄県 宮古島市立池間中学校

沖縄県 宮古島市立西城小学校

鹿児島県 さつま町立柏原小学校

鹿児島県 さつま町立山崎小学校

鹿児島県 日置市立伊集院中学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

音楽劇 宮崎県 日向市立財光寺中学校 制作団体： 東京室内歌劇場

6公演 宮崎県 都農町立都農中学校 公演団体： 東京室内歌劇場

宮崎県 宮崎市立宮崎東中学校 公演演目： フォーク・オペラ「うたよみざる」

宮崎県 宮崎市立生目南中学校 ブロック： J

鹿児島県 西之表市立国上小学校

沖縄県 浦添市立神森中学校

児童劇 宮崎県 都城市立明道小学校 制作団体： 劇団　道化座

15公演 大分県 日田市立鎌手小学校 公演団体： 劇団　道化座

大分県 日田市立出口小学校 公演演目： 「スーホの白い馬」

大分県 由布市立東庄内小学校 ブロック： J

大分県 由布市立谷小学校

大分県 豊後大野市立犬飼小学校

大分県 国東市立伊美小学校

大分県 宇佐市立豊川小学校

大分県 宇佐市立高家小学校

大分県 由布市立由布川小学校

鹿児島県 鹿児島市立荒田小学校

沖縄県 名護市立名護小学校

宮崎県 高原町立狭野小学校

宮崎県 宮崎市立広瀬西小学校

宮崎県 宮崎市立檍北小学校宮崎県 宮崎市立檍北小学校

児童劇 大分県 由布市立川西小学校 制作団体： （有）劇団みんわ座

13公演 大分県 豊後高田市立真玉小学校（午前） 公演団体： 影絵人形劇団みんわ座

鹿児島県 いちき串木野市立串木野小学校

鹿児島県 喜界町立早町小学校 公演演目： 「白いりゅう黒いりゅう」「とべないホタル」

鹿児島県 西之表市立現和小学校 ブロック： J

宮崎県 高原町立後川内小学校

宮崎県 小林市立内山小・中学校

宮崎県 小林市立東方小学校

宮崎県 宮崎市立大塚小学校

宮崎県 宮崎市立潮見小学校

大分県 由布市立大津留小学校

大分県 大分県立南石垣養護学校

沖縄県 那覇市立小禄小学校

演劇 大分県 佐伯市立切畑小学校 制作団体： （株）劇団えるむ

10公演 大分県 中津市立城井小学校 公演団体： 劇団えるむ

大分県 臼杵市立福良ヶ丘小学校 公演演目： 「ベッカンコおに」

宮崎県 延岡市立三川内小学校 ブロック： J

宮崎県 延岡市立旭小学校

宮崎県 都城市立四家小学校

鹿児島県 鹿児島県立指宿養護学校

沖縄県 石垣市立石垣第二中学校

沖縄県 石垣市立川平小中学校

沖縄県 石垣市立名蔵小中学校
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平成２１年度　本物の舞台芸術体験事業　実施計画表

種目 開催地 開　　　催　　　校 制作団体・公演団体

演劇 大分県 佐伯市立佐伯城南中学校 制作団体： （株）エーシーオー沖縄

6公演 大分県 佐伯市立上入津小学校 公演団体： エーシーオー沖縄

鹿児島県 鹿児島市立桜洲小学校 公演演目： 「まぶい恋唄」

沖縄県 宮古島市立福嶺中学校 ブロック： J

沖縄県 宮古島市立鏡原中学校

沖縄県 恩納村立安冨祖小中学校

ミュージカル 大分県 日田市立大野小学校 制作団体： （株）東京演劇集団風

11公演 大分県 日田市立若宮小学校 公演団体： 東京演劇集団　風

大分県 宇佐市立西馬城小学校 公演演目： 「星の王子さま」

大分県 竹田市立緑ヶ丘中学校 ブロック： J

宮崎県 高千穂町立高千穂中学校

宮崎県 児湯るぴなす支援学校

宮崎県 西都市立三財中学校

鹿児島県 枕崎市立桜山中学校

鹿児島県 出水市立荘小学校

鹿児島県 出水市立米ノ津東小学校

沖縄県 恩納村立山田小学校

能楽 大分県 佐伯市立八幡小学校 制作団体： （株）影向舎

5公演 宮崎県 高千穂町立田原中学校 公演団体： 梅若研能会

宮崎県 日向市立日向中学校 公演演目： 「安達原」

鹿児島県 南さ ま市立津貫中学校 ブ ク J鹿児島県 南さつま市立津貫中学校 ブロック： J

鹿児島県 鹿児島市立福平中学校

人形浄瑠璃 沖縄県 宮古島市立狩俣中学校 制作団体： （財）文楽協会

8公演 沖縄県 沖縄市立コザ小学校 公演団体： 人形浄瑠璃　文楽座

沖縄県 糸満市立糸満南小学校 公演演目： 「傾城阿波の鳴門」巡礼歌の段

鹿児島県 奄美市立大川小中学校 ブロック： J

鹿児島県 鹿児島市立南中学校

宮崎県 西都市立銀上小学校

宮崎県 延岡市立旭中学校

大分県 別府市立西小学校

洋舞 宮崎県 延岡市立南方中学校 制作団体： （財）スターダンサーズ・バレエ団

8公演 宮崎県 延岡市立浦城小学校 公演団体： スターダンサーズ・バレエ団

宮崎県 延岡市立東小学校 公演演目： 「シンデレラ」

鹿児島県 屋久島町立宮浦中学校 ブロック： J

鹿児島県 屋久島町立安房中学校

鹿児島県 屋久島町立神山小学校

鹿児島県 日置市立土橋小学校

沖縄県 久米島町立比屋定小学校
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