
児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験
（文化庁「子どものための優れた舞台芸術体験事業」のメニュー）

芸術家による表現手法を用いた計画的・継続的なワークショップ等の実技指導を実施
することにより，芸術を愛する心を育て，豊かな情操を養うとともに，コミュニケーション
能力の育成を図る。

成果

小・中・高等学校等

平成22年度 2億円
※「子どものための優れた舞台芸術体験事業」50億円の内数

（文部科学省初等中等教育局）

○芸術家や劇団員と連携し，計画的・継続的な
ワークショップ等の実施

教育委員会等

○開催校への指導・助言，連絡調整

◆国語・音楽等の教科，総合的な学習の時間，
特別活動（学校行事等）

◆実技指導，講話，実技披露，成果発表会 等

◆年間３～１２回実施

◆演劇，ダンス・舞踊，伝統芸能，大衆芸能等

コミュニケーション教育の推進

派遣

など

コミュニケーション教育推進のための検討（１千万円）

・演劇・ダンス等の芸術表現を用いた学習プログラムの開発
（その他期待される効果）
・国語をはじめとする各教科の学力向上
・問題行動への効果的対応 等
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児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験
（文化庁「子どものための優れた舞台芸術体験事業」のメニュー）

（概要）

◇ 国語・音楽・体育等の各教科，総合的な学習の時間，特別活動における
計画的な指導

◇ 演劇・ダンス等の表現手法を用いたコミュニケーション能力の育成
◇ 計画的・継続的なワークショップ等の実施（芸術家と担当教師が連携し，
実技指導，講話，実技披露，成果発表会等を実施）

１．実施状況

（１）実施地域数 １９０自治体（４５都道府県）

（２）実施校数 ２９２校

学校種 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 その他 合 計

学校数 １７７校 ５５校 ３６校 ２３校 １校 ２９２校

割 合 60.6% 18.8% 12.3% 7.9 ％ 0.3% 100 ％

※ ２９２校の内訳は，２８１校（公立），５校（国立），６校（私立）

（３）予算額 １９６，７５１千円（講師謝金，旅費等）

（文化庁「子どものための優れた舞台芸術体験事業」（50 億円）の中で実施）

（４）派遣講師数 延べ２，５１１名

２．実施内容等

（１）分野別の状況

分 野 演 劇 ダンス・舞踊 伝統芸能 大衆芸能 その他 合 計

学校数 １４２校 １４校 ５８校 １１校 ６７校 ２９２校

割 合 48.6% 4.8% 19.9% 3.8% 22.9% 100%

※ その他には，音楽（合唱，合奏等），メディア表現，朗読などを含む
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（２）教科等別の状況（複数実施あり）

教科等 総合的な学習の時間 音 楽 国 語 特別活動 図画工作 体 育 芸 術 学校設定教科・科目

学校数 １３１校 ７０校 ４１校 ３８校 １５校 ９校 ８校 ８校

教科等 自立活動 生 活 道 徳 美 術 社 会 家 庭 ことば科（特区）

学校数 ７校 ５校 ４校 ３校 ２校 １校 １校

（３）団体等との連携状況（複数連携あり）

団体種別 NPO法人 劇 団 任意団体 公益法人 楽団等 営利団体

学校数 ７９校 ７２校 ３４校 ２５校 ２０校 １７校

団体種別 劇場・ホール 個 人 大学等 教室等 その他

学校数 １４校 １０校 ７校 ５校 １１校

※ その他には，音楽事務所，流派などを含む



開催校
実施分野

（大項目）

実施分野

（中項目）
講師の所属団体

団体

種別

公 旭川市立神楽中学校 演劇 ミュージカル
コンサートイマジン、

（財）東京二期会

劇場・ホー

ル

公 士別市立朝日中学校 演劇 現代劇

NPO法人コンカリーニョ、

劇団イナダ組、

文学座

NPO法人、

劇団

公 島牧村立島牧中学校 伝統芸能 和楽器（三味線） (財）生田流正派邦楽会 公益法人

公 南富良野町立下金山小学校 演劇 現代劇 NPO法人ふらの演劇工房 NPO法人

公 音更町立木野東小学校 演劇 現代劇 NPO法人ｱｰﾄｲﾝAsibina NPO法人

公 青森県立八戸東高等学校 演劇 現代劇
青森県立美術館、

弘前劇場・座付作家

劇場・ホー

ル

公 南部町立杉沢小学校 伝統芸能 民俗芸能 杉沢子ども会育成会 任意団体

公 盛岡市立羽場小学校 演劇 現代劇
NPO法人演劇百貨店、

盛岡劇場

NPO法人、

劇場・ホー

ル

公 盛岡市立渋民中学校 演劇 現代劇 NPO法人演劇百貨店 NPO法人

公 盛岡市立巻堀中学校 演劇 現代劇
NPO法人演劇百貨店、

盛岡劇場

NPO法人、

劇場・ホー

ル

公 西和賀町立湯田中学校 演劇 現代劇 劇団支木 劇団

公 洋野町立大野第二中学校 演劇 現代劇
西和賀町文化創造館

「銀河ホール」

劇場・ホー

ル

国 宮城教育大学附属小学校 その他 美術 宮城教育大学 大学等

公 仙台市立中田中学校 伝統芸能 和楽器 山口流(家元） その他

公 白石女子高等学校 伝統芸能 沖縄の伝統芸能
創作エイサー隊

「炎舞太鼓」
任意団体

公 由利本荘市立下川大内小学校 演劇 ミュージカル 劇団わらび座 劇団

公 大仙市立大川西根小学校 演劇 ミュージカル 劇団秋田市民劇場 劇団

公 大仙市立太田北小学校 演劇 ミュージカル 劇団わらび座 劇団

公 北秋田市立鷹巣中央小学校 演劇 現代劇 劇団風の子 劇団

公 八峰町立八森中学校 演劇 現代劇 劇団わらび座 劇団

公 米沢市立南原小学校 演劇 現代劇 RoMT 劇団

都道府県

宮城県

青森県

秋田県

山形県

「児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験」
開催校一覧

（文化庁「子どものための優れた舞台芸術体験事業」のメニュー）

北海道

岩手県



公 鶴岡市立朝暘第一小学校 演劇 朗読劇 なし 個人

公 郡山市立御舘中学校 伝統芸能 歌舞伎 柳橋歌舞伎保存会 任意団体

公 いわき市立内町小学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 いわき市立勿来第一小学校 演劇 現代劇 あなざーわーくす 劇団

公 福島県立いわき総合高等学校 演劇 現代劇 現代演劇 劇団

茨城県 公 土浦市立東小学校 演劇 現代劇 劇団仲間 劇団

公 大田原市立紫塚小学校 その他 絵 なし 個人

公 那須塩原市立関谷小学校 その他 発声 さくらんぼ会音楽教室 教室等

公 群馬県立盲学校 伝統芸能 和太鼓、民舞 （株）荒馬座 営利団体

公 昭和村立南小学校 演劇 発声、身体表現 東京二期会
劇場・ホー

ル

公 群馬県立高崎高等養護学校 演劇 ミュージカル
石塚・寺本事務所

劇団ブナの木
劇団

公 群馬県立太田フレックス高等学校 その他 自己表現

NPO法人中野ケアセンター

terrace

ドラマケーション普及セン

ター

NPO法人

公 群馬県立館林女子高等学校 伝統芸能 能楽
三宅狂言会

(社）能楽協会
公益法人

公 高崎市立南小学校 伝統芸能 能楽 前橋宝生流 その他

公 群馬県立玉村高等学校 演劇 自己表現
ドラマケーション普及セン

ター
任意団体

公 埼玉県立芸術総合高等学校 演劇 現代劇

NPO法人中野ケアセンター

terrace

ｳｨﾝﾄﾞﾐﾙｵﾌｨｽ

NPO法人

公 和光市立北原小学校 ダンス・舞踊 バレエ
志村昌宏・有子バレエスタジ

オ
教室等

公 久喜市立久喜東小学校 その他 身体表現 東京室内歌劇団 劇団

公 埼玉県立富士見高等学校 演劇 現代劇
キラリンク☆カンパニー　東

京デスロック
劇団

公 千葉県立銚子特別支援学校 その他 声楽 アンサンブル　Fami 楽団等

私 昭和学院小学校 伝統芸能 和太鼓 太鼓センター 営利団体

公 成田市立遠山小学校 伝統芸能 和太鼓 創作和太鼓「来舞」 楽団等

公 柏市立柏第六小学校 伝統芸能 伝統文化 生田流筑紫会大師範 その他

公
千葉県立柏特別支援学校

（流山分教室）
演劇 現代劇 東京演劇集団「風」 劇団

福島県

山形県

栃木県

群馬県

群馬県

千葉県

埼玉県



公 鎌ヶ谷市立初富小学校 伝統芸能 能楽

(社)能楽協会会員

(社)日本芸能楽会会員　・野

村萬狂言関西支部代表

・重要無形文化財総合保持者

・千葉大学客員教授

・佐渡「鼓童」指導講師

公益法人

私 海城中学校 演劇 現代劇 演劇デザインギルド 劇団

公 文京区立根津小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 文京区立湯島小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 台東区立千束小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 墨田区立第三吾妻小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 東京都立墨東特別支援学校 演劇
ドラマコミュニケー

ション

学校法人東方学園

東方学園高等専修学校
大学等

公 大田区立田園調布小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 大田区立久原小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 世田谷区立船橋小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

国 筑波大学附属駒場中学校 演劇 現代劇 あなざーわーくす 劇団

公 渋谷区立幡代小学校 演劇 現代劇

(社）日本芸能実演家団体協

議会

表現教育指導者研修プロジェ

クトチーム

公益法人

私 実践女子学園中学校 伝統芸能 能楽 シテ方喜多流 その他

私 実践学園中学・高等学校 ダンス・舞踊 ダンス
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公
杉並区立西田小学校

（南伊豆健康学園）
演劇 現代劇

NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 杉並区立富士見丘小学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 豊島区立椎名町小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 豊島区立高松小学校 演劇 現代劇
演劇製作会社「メジャーリー

グ」
営利団体

公 北区立赤羽台西小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 北区立岩淵小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 北区立堀船小学校 伝統芸能 和楽器（箏、尺八） 絃愛会、一公会 任意団体

公 東京都立飛鳥高等学校 演劇 自己表現
ドラマケーション普及セン

ター
任意団体

東京都



公 荒川区立尾久宮前小学校 その他 版画

ＫＯＳＵＧＥ－１６、

東京学芸大学、

NPO法人アートバーブｽﾞ

フォーラム

NPO法人

公 板橋区立板橋第四小学校 ダンス・舞踊 ダンス
ＮＡＴＳＵ　ＦＵＮ－ＫＥＹ

ＨＥＡＲＴ
教室等

公 板橋区立板橋第十小学校 その他 自己表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 板橋区立高島第六小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 板橋区立常盤台小学校 その他 自己表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 板橋区立中根橋小学校 その他 自己表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 板橋区立成増小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 練馬区立関中学校 演劇 現代劇 NPO法人ｱｰﾄｲﾝAsibina NPO法人

公 東京都立石神井高等学校 演劇 ミュージカル
音楽座ミュージカル/Rカンパ

ニー
劇団

公 足立区立東淵江小学校 その他 音楽 （財）ヤマハ音楽振興会 公益法人

公 足立区立第六中学校 演劇 自己表現
ドラマケーション普及セン

ター
任意団体

公 足立区立東綾瀬中学校 演劇 自己表現
ドラマケーション普及セン

ター
任意団体

公 葛飾区立上平井中学校 演劇 自己表現
ドラマケーション普及セン

ター
任意団体

公 八王子市立七国小学校 その他 音楽（ピアノ） （社）能楽協会 公益法人

公 八王子市立別所小学校 演劇 ミュージカル NPO法人芸術家と子どもたち NPO法人

公 八王子市立由井第二小学校 その他
ボディ・パーカッ

ション
国立音楽大学 大学等

公
東京都立府中特別支援学校

くぬぎ分教室
その他 音楽

（財）東京二期会日本大学芸

術学部
公益法人

公 昭島市立つつじヶ丘南小学校 演劇 人形劇 人形劇団ひとみ座 劇団

公 昭島市立拝島第二小学校 その他 合唱 及川音楽事務所 営利団体

公 調布市立第一小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 町田市立本町田小学校 伝統芸能 和楽器 邦楽くるーぷWind 楽団等

公 町田市立南大谷中学校 伝統芸能 三味線 瑞唄協会 任意団体

公 東村山市立東萩山小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 東村山市立南台小学校 その他 メディア表現
NPO法人学習環境デザイン工

房
NPO法人

公 東大和市立第三中学校 演劇 英語劇
ドラマケーション普及セン

ター
任意団体

東京都



公 東久留米市立西中学校 演劇 現代劇 NPO法人ｱｰﾄｲﾝAsibina NPO法人

公 武蔵村山市立第八小学校 演劇 現代劇 Theatre Company Ort-d.d 劇団

公 東京都立保谷高等学校 ダンス・舞踊 自己表現
ドラマケーション普及セン

ター
任意団体

公 八丈町立末吉小学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 八丈町立三根小学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 八丈町立三原中学校 その他 音楽（八丈方言） SONGLIFE 任意団体

公 横浜市立善部小学校 演劇 現代劇 NPO法人演劇百貨店 NPO法人

公 神奈川県立金沢総合高等学校 演劇 現代劇 劇団扉座 劇団

公 神奈川県立上矢部高等学校 その他 現代アート なし 個人

公 神奈川県立横浜桜陽高等学校 演劇 仮面劇 劇団横浜ボートシアター 劇団

公 神奈川県立横浜修悠館高等学校 演劇 現代劇
国際劇団アユリテアトル ア

ジア演劇創造研究センター
劇団

公 横浜市立中村特別支援学校 その他 音楽 なし 個人

公 横浜市立二つ橋高等特別支援学校 ダンス・舞踊 ダンス なし 個人

公 川崎市立末長小学校 大衆芸能，その他
落語，音楽（クラ

シック）
（社）落語芸術協会

公益法人，

個人

公 川崎市立千代ヶ丘小学校 その他 音楽（クラシック） アンサンブルミーグ 楽団等

公 川崎市立土橋小学校 その他 音楽 アンサンブルミーグ 楽団等

公 川崎市立南菅小学校 演劇 現代劇 楽劇団いちょう座 劇団

公 川崎市立藤崎小学校 伝統芸能 和楽器 （社）日本三曲協会 公益法人

公 神奈川県立麻生総合高等学校 演劇 現代劇

International Center for

BeiJing Opera、

NPO法人演劇百貨店

NPO法人

公
神奈川県立高津養護学校

生田東分教室
伝統芸能 和太鼓、詩劇

個人（ｽｽﾞｷ楽器ｴﾝﾄﾞｰｻﾞｰ）､｢

太鼓笑人めでたい｣｢風流者姫

雅｣

個人

公 神奈川県立相模原青陵高等学校 ダンス・舞踊 現代舞踊
カンパニーデラシネラ・水と

油
劇団

公 逗子市立久木小学校 演劇 現代劇 文学座研究所 劇団

公 茅ヶ崎市立小和田小学校 演劇 その他 NPO法人演劇百貨店 NPO法人

公 茅ヶ崎市立茅ヶ崎小学校 演劇 ボディランゲージ office風の器（主宰） 劇団

公 厚木市立愛甲小学校 演劇 現代劇 劇団扉座 劇団

神奈川県



公 愛川町立高峰小学校 演劇 現代劇 劇団扉座 劇団

公 愛川町立田代小学校 演劇 現代劇 劇団扉座 劇団

富山県 公 富山県立雄峰高等学校 伝統芸能 和楽器 生田流沢井箏曲院 任意団体

公 金沢市立浅野川小学校 その他 合唱 Ｌａ　Ｍｕｓｉｃａ 楽団等

公 金沢市立大浦小学校 その他
音楽（パーカッショ

ン）

ＣＭＰ

(ｶﾘﾒﾛ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌﾟｰﾙ)
楽団等

公 小松市立稚松小学校 伝統芸能 和太鼓 （財）浅野太鼓文化研究所 公益法人

公 福井市円山小学校 伝統芸能 能楽
(社)能楽協会北陸支部

石川県能楽楽師会会員
公益法人

公 福井市藤島中学校 ダンス・舞踊 ダンス 三代真史ジャズ舞踊団 楽団等

公 福井県立盲学校 伝統芸能 狂言

（社）能楽協会

（社）金沢能楽会

（社）日本能楽協会

公益法人

公 勝山市立野向小学校 伝統芸能 雅楽 勝山雅楽会 任意団体

公 鯖江市中央中学校 伝統芸能 音楽（箏） 沢井箏曲院 任意団体

公 池田町池田第一小学校 伝統芸能 能楽
(社）能楽協会北陸支部

石川県能楽楽師会会員
公益法人

公 高浜町立高浜中学校 ダンス・舞踊 ダンス ふくいふれあい研究会 任意団体

公 南アルプス市立若草南小学校 演劇 現代劇 NPO法人アフタフ・バーバン NPO法人

公 南アルプス市立白根御勅使中学校 その他 合唱 なし 個人

石川県

福井県

山梨県



山梨県 公 山梨県立甲府昭和高等学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 長野市立西部中学校 演劇 オペレッタ

SBC放送合唱団

日本合唱指揮者協会

日本弦楽指導者協会

信州たにしの会（作曲）

楽団等

公 飯田市立龍江小学校 伝統芸能 人形浄瑠璃 今田人形座 劇団

公 長野県小諸養護学校 演劇 人形劇 人形芝居　燕屋 劇団

公 岐阜県立岐阜城北高等学校 その他 自己表現 （有）ヴェレーザ 営利団体

公 岐阜県立長良特別支援学校 演劇 人形劇 人形劇団どむならん 劇団

公 高山市立日枝中学校 その他 音楽（合唱） なし 個人

公 郡上市立相生小学校 その他 音楽（合唱） 古今伝授の里
劇場・ホー

ル

公 郡上市立牛道小学校 伝統芸能 和太鼓
（財）日本太鼓連盟

穂積太鼓保存会
任意団体

公 郡上市立口明方小学校 その他 音楽（合奏） 日本木琴協会 任意団体

公 郡上市立西和良小学校 その他
音楽（外国の伝統楽

器）
有限会社アサンテプラン 営利団体

公 揖斐川町立久瀬小学校 ダンス・舞踊 日本舞踊 三倉太鼓踊り保存会 任意団体

公 八百津町立八百津小学校 演劇 ミュージカル みずほレインボー合唱団　 楽団等

公 静岡県立浜松視覚特別支援学校 伝統芸能 和太鼓 なし 個人

公 三島市立南小学校 その他 パントマイム パントマイムシアター 楽団等

公 掛川市立西山口小学校 演劇 現代劇 劇団タンポポ 劇団

公 一宮市立神山小学校 演劇 現代劇 劇団風の子 劇団

公 豊川市立三蔵子小学校 その他 音楽 有限会社クレッシェンド企画 営利団体

公 江南市立古知野北小学校 演劇 現代劇 劇団あおきりみかん 劇団

公 尾張旭市立東栄小学校 演劇 自己表現
ドラマケーション普及セン

ター
任意団体

公 清須市立清洲中学校 演劇 現代劇 朗読アンサンブルれもんの会 教室等

三重県 公 明和町立上御糸小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 大津市立瀬田北中学校 伝統芸能 伝統音楽
生田流

正派湖都美会
任意団体

公 滋賀県立三雲養護学校 演劇 現代劇 劇団　風の子　東京 劇団

公 東近江市立湖東第二小学校 演劇 現代劇 茂山狂言会 劇団

岐阜県

滋賀県

愛知県

静岡県

長野県



公 草津市立矢倉小学校 その他 声楽
芸術家グループVERITA

（ヴェリタ）
楽団等

公 草津市立老上小学校 その他 創作音楽

（財）滋賀県文化振興団

学校派遣講師登録

アーティスト

公益法人

公 京都市立京極小学校 大衆芸能 落語 （社）上方落語協会 公益法人

公 京都市立久我の杜小学校 その他 音楽 兵庫県芸術文化センター
劇場・ホー

ル

公 京都市立七条小学校 演劇 人形劇 ﾃﾞﾌ･ﾊﾟﾍﾟｯﾄｼｱﾀｰ･ひとみ 劇団

公 京都市立下鳥羽小学校 その他 音楽（リコーダー） 東京リコーダー協会 任意団体

公 京都市立朱雀第二小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 京都市立第三錦林小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 京都市立高雄小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

国 京都教育大学附属桃山小学校 伝統芸能 和楽器 （財）京都當道会 公益法人

公 京都市立桃山東小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 京都市立養正小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 京都市立塔南高等学校 演劇 現代劇 劇団京芸 劇団

公 宇治市立大開小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 宇治市立笠取第二小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 宇治市立神明小学校 演劇 現代劇
劇団青い鳥ティアティカル・

カンパニー
劇団

公 城陽市立古川小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 八幡市立美濃山小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 大阪市立鷺洲小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 大阪市立清水丘小学校 大衆芸能 落語 米朝事務所 その他

公 大阪府立夕陽丘高等学校 その他 オペラ
関西歌劇団。

堺シティーオペラ
劇団

国 大阪教育大学附属特別支援学校 伝統芸能 伝統音楽 （財）正派邦楽会 公益法人

公 大阪府立池田北高等学校 その他 オペラ・バレエ 東京藝術大学 大学等

公 大阪府立福井高等学校 演劇 パントマイム
いいむろなおきマイムカンパ

ニー
劇団

公 大阪府立北摂つばさ高等学校 演劇 現代劇 S-pace 劇団

京都府

京都府



公 八尾市立亀井中学校 大衆芸能 落語 （社）上方落語協会 公益法人

公 富田林市立第二中学校 演劇 ミュージカル
（有）ビバーチェ、

ミューズクラスタカンパニー
営利団体

公 和泉市立いぶき野小学校 伝統芸能 文楽三味線 NPO人形浄瑠璃文楽座 NPO法人

公 門真市立第六中学校 演劇 現代劇

ドラマケーション普及セン

ター、

劇団ゼットン、

日本演出者協会、

日本新劇俳優協会

劇団

公 阪南市立上荘小学校 大衆芸能 落語 （社）上方落語協会 公益法人

公 能勢町立天王小学校 ダンス・舞踊 ダンス Ｔ・Ｍスペース その他

公 神戸市立水木小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 その他 影絵 劇団「かかし座」 劇団

公 尼崎市立西小学校 伝統芸能 和太鼓 和太鼓　かざぐるま 任意団体

公 明石市立谷八木小学校 伝統芸能 和楽器 「ＴＡ・ＫＵ・ＭＩ」 その他

私 柳学園高等学校 伝統芸能 人形浄瑠璃 淡路人形座 劇団

公 兵庫県立芦屋特別支援学校 大衆芸能 道化師 （株）G・E-JAPAN 営利団体

公 伊丹市立鈴原小学校 演劇 現代劇 伊丹市立演劇ホール
劇場・ホー

ル

公 伊丹市立東中学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 兵庫県立伊丹高等学校 演劇 現代劇 伊丹市立演劇ホール
劇場・ホー

ル

公 兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校 伝統芸能 和太鼓 城崎温泉ゆけむり太鼓 任意団体

公 加古川市立加古川中学校 演劇 現代劇 NPO法人演劇百貨店 NPO法人

公 宝塚市立すみれが丘小学校 大衆芸能 落語 （社）上方落語協会 公益法人

公 三木市立自由が丘東小学校 演劇 オペラ

滋賀県立芸術劇場、

びわ湖ホール声楽アンサンブ

ル

劇場・ホー

ル

公 三木市立緑が丘小学校 伝統芸能 和楽器 有限会社邦楽ジャーナル 営利団体

公 三木市立緑が丘東小学校 演劇 オペラ

滋賀県立芸術劇場、

びわ湖ホール声楽アンサンブ

ル

劇場・ホー

ル

公 三田市立学園小学校 演劇 ミュージカル 音楽座ミュージカル 劇団

公 南あわじ市立市小学校 伝統芸能 人形浄瑠璃 淡路人形座 劇団

公 兵庫県立西はりま特別支援学校 大衆芸能 道化師 （株）G・E-JAPAN 営利団体

大阪府

兵庫県

兵庫県



公 兵庫県立北はりま特別支援学校 その他 音楽 マリンバカンパニー 楽団等

私 育英西中・高等学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 奈良県立奈良西養護学校 演劇 現代劇
ゲキダンキオ

黒拍子
劇団

公 大和郡山市立片桐西小学校 演劇 オペレッタ 関西二期会 劇団

公 和歌山県立和歌山高等学校 その他 音楽

ESP学園　専門学校ESPエン

ターテイメント

三木楽器オフィスオーバル

大学等

公
和歌山県立串本古座高等学校

古座分校舎
演劇 現代劇 劇団なんじゃもんじゃ 劇団

公 鳥取市立神戸小学校 伝統芸能 和太鼓 ＨＡＮＡ音楽研究所 教室等

公 米子市立福生東小学校 演劇 現代劇 NPO法人子どもとメディア NPO法人

公 倉吉市立高城小学校 伝統芸能 和太鼓 倉吉打吹太鼓 任意団体

公 松江市立川津小学校 演劇 現代劇

NPO法人子どもと文化の広場

「わいわいキッズいいづか」

等

NPO法人

公 松江市立城北小学校 演劇 現代劇

NPO法人子どもと文化の広場

「わいわいキッズいいづか」

等

NPO法人

公 松江市立玉湯小学校 演劇 現代劇

NPO法人子どもと文化の広場

「わいわいキッズいいづか」

等

NPO法人

公 松江市立中央小学校 演劇 現代劇

NPO法人子どもと文化の広場

「わいわいキッズいいづか」

等

NPO法人

公 松江市立八雲小学校 演劇 現代劇
NPO法人フリンジシアタープ

ロジェクト
NPO法人

公 益田市立西南中学校 伝統芸能 和太鼓 石見の風 楽団等

岡山県 公 岡山市立岡山後楽館高等学校 演劇 現代劇
実践ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ研究所

他
その他

公 広島市立五日市中央小学校 伝統芸能 和太鼓 石見の風 楽団等

公 広島市立中野小学校 伝統芸能 和楽器 彩鼓 楽団等

公 広島市立古田台小学校 その他 歌唱 ハーモニーイオ 楽団等

公 広島市立美鈴が丘小学校 演劇 ミュージカル
演劇グループ＋八米四十厘

HIMIKO　PRODUCE
劇団

公 広島市立楠那中学校 演劇 現代劇 劇団風の子 劇団

公 広島市立段原中学校 演劇 現代劇 劇団風の子 劇団

公 尾道市立久保小学校 伝統芸能 能楽 （社）日本能楽会 公益法人

公 福山市立駅屋西小学校 伝統芸能 能楽 （社）能楽協会 公益法人

島根県

和歌山県

奈良県

鳥取県

広島県



公 福山市立城南中学校 伝統芸能 能楽 （社）能楽協会 公益法人

公 府中町立府中南小学校 その他 合唱 （社）広島交響楽団 公益法人

公 熊野町立熊野第四小学校 大衆芸能 落語 松竹芸能（株） 営利団体

公 山口市立佐山小学校 その他
音楽（トロンボー

ン）
日本トロンボーン協会 任意団体

国
山口大学教育学部附属

特別支援学校
その他

音楽（トロンボー

ン）

日本トロンボーン協会、

NPO法人日仏楽友協会ニース

国際音楽アカデミー

NPO法人

公 徳島県立城ノ内中学校 伝統芸能 阿波踊り、三味線 松永会 任意団体

公 徳島県立盲学校 伝統芸能 人形浄瑠璃 阿波人形浄瑠璃平成座 楽団等

公 徳島県立小松島西高等学校 演劇 ミュージカル
NPO法人夢ホール市民協議会

夢つくりあなん
NPO法人

公 三好市立西祖谷中学校 演劇 現代劇
劇団スーパーエキセントリッ

クシアター
劇団

公 徳島県立那賀高等学校 伝統芸能 人形浄瑠璃
（財）人形浄瑠璃因協会・勝

浦座
公益法人

公 高松市立川東小学校 伝統芸能 農村歌舞伎 農村歌舞伎祇園座保存会 任意団体

公 高松市立下笠居小学校 伝統芸能 太鼓
NPO法人讃岐国分寺太鼓保存

会
NPO法人

公 高松市立仏生山小学校 その他 スピーチ 西日本放送（株） 営利団体

公 高松市立屋島小学校 演劇 現代劇 劇団Ｒ＆Ｃ 劇団

公 東かがわ市立引田中学校 伝統芸能 人形浄瑠璃 淡路人形座 劇団

公 宇多津町立宇多津北小学校 その他 アンデス音楽 ロス・カーニャス楽団 楽団等

公 まんのう町立琴南中学校 演劇 ミュージカル
ミクル・ミュージカルカンパ

ニー
劇団

公 松山市立小野中学校 演劇 現代劇 劇団イリュージョン 劇団

公 宇和島市立宇和津小学校 伝統芸能 伝統音楽
NPO法人「日本音楽集団」

NPO法人

公 宇和島市立戸島小学校 伝統芸能 伝統音楽
NPO法人「日本音楽集団」 NPO法人

公 愛媛県立新居浜東高等学校 ダンス・舞踊 ダンス 坊ちゃん劇場
劇場・ホー

ル

公 西条市立国安小学校 演劇 ミュージカル 坊ちゃん劇場
劇場・ホー

ル

公 西条市立神拝小学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 西条市立田野小学校 大衆芸能 俳句
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 西条市立徳田小学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

山口県

徳島県

愛媛県

香川県



公 西条市立河北中学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 西条市立小松中学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 西条市立西条北中学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 伊予市立翠小学校 その他 歌と朗読
（有）みらいＰＬＡＮＮＩＮ

Ｇ
営利団体

公 伊予市立南山崎小学校 演劇 朗読劇 人形げきや「ぷか」 劇団

公 東温市立西谷小学校 大衆芸能 落語

新居浜精神衛生研究所財団新

居浜病院、

日本笑い学会四国支部

その他

公 東温市立南吉井小学校 その他 合唱 四国二期会 劇団

公 久万高原町立柳谷小学校 演劇 詩の朗読
（有）みらいＰＬＡＮＮＩＮ

Ｇ
営利団体

高知県 公 高知県立春野高等学校 伝統芸能 人形芝居 西畑人形芝居保存会 任意団体

公 北九州市立桜丘小学校 演劇 現代劇
NPO法人子どもと文化の広場

「わいわいキッズいいづか」
NPO法人

公 北九州市立若園小学校 演劇 現代劇 劇団「Ｃ４」 劇団

公 北九州市立尾倉中学校 演劇 現代劇 演劇作業室　紅生姜 劇団

公 北九州市立折尾中学校 その他 デザイン 北九州総合デザイナー協会 任意団体

公 北九州市立中央中学校 その他 地域の伝統美術

日本工芸会、

NPO法人創を考える会・北九

州

NPO法人

公 福岡市立福浜小学校 演劇 現代劇
Ｐlay.Ａrt.Ｃommunikation.

ＨＡＫＡＴＡ（Ｐacha）
劇団

公 福岡市立若久小学校 演劇 現代劇
Ｐlay.Ａrt.Ｃommunikation.

ＨＡＫＡＴＡ（Ｐacha）
劇団

公 宇美町立宇美小学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 福智町立上野小学校 演劇 聴く演劇 劇団東京ルネッサンス 劇団

公 添田町立真木小学校 その他 音楽
北九州シティオペラ

スタジオ
劇団

公 佐賀県立佐賀北高等学校 その他 美術
早稲田大学芸術学校、

佐賀大学文化教育学部
大学等

公 唐津市立箞木小学校 演劇 ミュージカル 熊本総合舞台芸術舎 楽団等

公 佐賀県立牛津高等学校 演劇 ミュージカル 西九州短期大学 大学等

公 長崎市立香焼中学校 演劇 現代劇 劇団「謎のモダン館」 劇団

公 諫早市立小野中学校 伝統芸能 和太鼓
就労継続支援A型事業所「瑞

宝太鼓」
その他

愛媛県

福岡県

福岡県

佐賀県

長崎県



公 対馬市立東部中学校 演劇 オペラ 長崎県オペラ協会 劇団

公 熊本市立城西小学校 演劇 現代劇 NPO法人演劇百貨店 NPO法人

公 熊本市立力合小学校 伝統芸能 雅楽 不知火町松合雅楽保存会 任意団体

公 熊本市立錦ヶ丘中学校 ダンス・舞踊 琉球国祭り 琉球國祭り太鼓熊本支部 任意団体

公 上天草市立維和中学校 伝統芸能 民謡 本條流本條会 任意団体

宮崎県 公 延岡市立北浦小学校 ダンス・舞踊 ダンス （株）Ｄ.Ｏ.Ｃ 営利団体

公 西之表市立榕城小学校 演劇 現代劇 劇団風見鶏 劇団

公 霧島市立持松小学校 演劇 オペレッタ 鹿児島オペラ協会 劇団

公 宇検村立久志小中学校 演劇 現代劇
NPO法人中野ケアセンター

terrace
NPO法人

公 名護市立大北小学校 演劇 現代劇 （社）ＴＡＯファクトリー 営利団体

公 名護市立東江小学校 演劇 現代劇 チームスポットジャンブル 劇団

公 宮古島市立西辺小学校 ダンス・舞踊 琉球舞踊 久田琉舞研究所 その他

沖縄県

鹿児島県

熊本県
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