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■表現教育を学校に：芸団協 －これまでの記録■ 

年度 実施内容 

 ※2000～2002年度までは「芸能と教育プロジェクト」の一環として実施 

2000

年 

◆芸能と教育プロジェクト開始 

・指導者となる俳優などの実演家対象のセミナー・ワークショップの開催 

・実演家と学校の協働のあり方を探るべく現場での実践 

・表現教育活動を普及させるためのツール（ブックレット）の刊行 

●準備委員会の開催、●事例研究、●連続セミナー（4本）、●実践ワークショップ（4本） 

●シンポジウム（1本） 

●『芸能と教育ブックレット』1号 

＜実践＞茅ヶ崎市立小和田小学校 
・4年生3クラス×45分×各2回 

・参加実演家：13名 

2001

年 

●実践ワークショップ（4本）－大阪・名古屋・東京 

●ラウンドテーブル（1本） 

●体験ワークショップ（対象：一般／大阪） 

●表現教育ワークショップ（対象：公立文化施設職員） 

●シンポジウム（1本） 

●『芸能と教育ブックレット』2・3号 

＜実践＞茅ヶ崎市立小和田小学校 

 ・6年生4クラス×45分×各7回 

 ・保護者向けワークショップ 

 ・参加実演家：4名 

＜実践＞新宿区立西戸山小学校 
 ・3年生2クラス×45分×各6回 

 ・参加実演家：3名 

2002

年 

●基礎セミナー（2本） 

●ブラッシュアップセミナー（2本） 

●シンポジウム（1本） 

●『芸能と教育ブックレット』4・5号 

 ※2003年度より、実演家向け研修事業の一環として、過去の実践を踏まえて「養成講座」として実施 

2003

年 

●表現教育指導者養成講座＜基礎編＞（4本）   

●表現教育指導者養成講座＜初級編＞       

●ラウンドテーブル（1本） 

＜実践＞足立区立鹿浜第一小学校 
・6年生3クラス×45分×各2回 

・参加実演家：8名 

＜実践＞新宿区立西戸山小学校 
・6年生×2クラス×90分×各1回 

・参加実演家：4名 

2004

年 

●表現教育指導者養成講座＜基礎編＞（レクチャー2本・WS2本） 

●表現教育指導者養成講座＜初級編＞（レクチャー3回・WS2回） 

●ラウンドテーブル（1本） 

＜実践＞ 渋谷区立幡代小学校 
・6年生3クラス×45分×各2回 

・参加実演家：3名 

＜実践＞ 横浜市立港北小学校 
・6年生3クラス×45分×各2回 

・参加実演家：3名 

＜実践＞ 世田谷区立桜小学校 
・6年生2クラス×45分×各2回 

・参加実演家：3名 
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＜実践＞ 杉並区立松ノ木小学校 
・5年生2クラス×45分×各2回 

・参加実演家：3名 

＜実践＞ 新宿区立西戸山小学校 
・2年生2クラス×45分×各2回 

・参加実演家：2名 

＜実践＞ 板橋区立上板橋第四小学校 
・4年生2クラス×45分×各2回 

・参加実演家：2名 

＜実践＞ 町田市立南第一小学校 
・5年生3クラス×45分×各2回 

・参加実演家：2名 

＜実践＞ 新宿区立鶴巻小学校 
・保護者向けワークショップ 

・参加実演家：2名 

2005

年 

●表現教育指導者養成講座＜基礎編＞（4本）   

●表現教育指導者養成講座＜初級編＞（レクチャー3回・WS2回） 

＜実践＞渋谷区立幡代小学校 

・1年生3クラス×45分×各2回 

・2年生3クラス×45分×各3回（+学芸会指導2回） 

・3年生3クラス×45分×各2回 

・4年生2クラス×45分×各3回（+学芸会指導2回） 

・参加実演家：2名 

＜実践＞足立区立弘道小学校 
・6年生2クラス×45分×各2回 

・参加実演家：4名 

＜実践＞世田谷区立京西小学校 
・4年生2クラス×45分×各2回 

・参加実演家：4名 

2006

年 

●表現教育指導者養成・2006夏の連続講座 06/8/9～11（シンポジウム3、ワークショップ１） 

●表現教育指導者養成講座 フォローアップ研究会 （初級修了者対象 計3回） 

＜実践＞渋谷区立幡代小学校 

・1年生3クラス×45分×各2回 

・2年生3クラス×45分×各3回 

・3年生3クラス×45分×各2回 

・4年生2クラス×45分×各3回 

・参加実演家：１名+１ｸ゙ﾙーﾌ゚ 

＜実践＞足立区立弘道小学校 
・3年生2クラス×45分×各5回 

・参加実演家：1名 

2007

年 

●表現教育指導者養成・2007夏の連続講座 07/8/7～9、28・30（シンポジウム3、ワークショップ2） 

●表現教育指導者養成講座 フォローアップ研究会 （初級修了者対象 計3回） 

＜実践＞渋谷区立幡代小学校 

・1年生3クラス×45分×各2回 

・2年生3クラス×45分×各3回（+学芸会指導1回） 

・3年生3クラス×45分×各2回 

・4年生3クラス×45分×各2回（+学芸会指導1回） 

・参加実演家：5名 

2008

年 

●表現教育指導者養成・2008夏の連続講座  

●表現教育指導者養成講座 フォローアップ研究会 

＜実践＞渋谷区立幡代小学校 

・1年生3クラス×45分×各2回 

・2年生3クラス×45分×各3回（+学芸会指導1回） 

・3年生3クラス×45分×各2回 

・4年生3クラス×45分×各2回（+学芸会指導1回） 

・参加実演家：3名 



 3

 ※2009年度より、経験者の再研修・経験交流と初心者の研修を共に進行 

 

 

2009

年 

●表現教育指導者研修コース2009 

●表現教育指導者養成講座 フォローアップ研究会 （５回） 

＜実践＞渋谷区立幡代小学校 

・1年生3クラス×45分×各3回 

・2年生3クラス×45分×各3回 

・3年生3クラス×45分×各3回 

・4年生3クラス×45分×各2回 

・参加実演家：3名 

＜実践＞練馬区立上鷺宮小学校 

・1年生2クラス×45分×各1回   実践者2名 

・2年生2クラス×45分×各1回   実践者2名 

・3年生2クラス×45分×各2回   実践者2名 

・4年生2クラス×45分×各2回   実践者2名 

・5年生2クラス×45分×各2回   実践者2名 

・6年生2クラス×45分×各2回    実践者2名 

＜実践＞練馬区立関中学校 ・1年生5クラス×50分×各1回  実践者4名 

＜実践＞筑波大学付属駒場中学校 ・1年生3クラス×50分×各4回  実践者4名 

 
※2010年度より、文化庁・文部科学省「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」事業として、表現教育指導者研修修了生を中心に実演家による授業を実施 

2010

年 

●表現教育指導者研修コース2010 

●表現教育指導者養成講座 フォローアップ研究会 （5回） 

●平成22年度 文化庁・文部科学省「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」事業 

渋谷区立幡代小学校 

※文化庁事業 

・1年生3クラス×45分×各4回 

・2年生3クラス×45分×各2回 

・3年生3クラス×45分×各4回 

・4年生3クラス×45分×各2回 

練馬区立関中学校 

※文化庁事業 
・2年生5クラス×50分×各3回  実践者4名 

＜実践＞練馬区立上鷺宮小学校 
・3年生2クラス×45分×各3回   実践者3名 

・4年生2クラス×45分×各3回   実践者3名 

＜実践＞江東区立八名川小学校 ・6年生2クラス合同 60分×1回 実践者2名 

＜実践＞足立区立弘道小学校 ・6年生2クラス合同 50分×2回  実践者6名 

＜実践＞新宿区立江戸川小学校 ・3年生1クラス×45分×各3回   実践者3名 

＜実践＞新宿区立戸山小学校 ・6年生3クラス×45分×各2回  実践者4名 

＜実践＞新宿区立西新宿小学校 
・1年生１クラス×45分×各2回 

・3年生１クラス×45分×各2回 
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2011

年 

●表現教育指導者研修コース2011  

●表現教育指導者養成講座 フォローアップ研究会 （2回） 

●平成23年度 文化庁・文部科学省「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」事業 

※以下、*印は文化庁事業以外 

＜実践＞品川区立城南小学校 
・4年生2クラス×90分×1回 実践者6名 * 

・6年生2クラス×90分×1回 実践者6名 * 

＜実践＞新宿区立西新宿小学校 

・4年生1クラス×45分×2回 実践者4名 * 

・1年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・2年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・3年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・4年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・5年生1クラス×45分×3回 実演家3名 

・6年生1クラス×45分×3回 実演家3名 

渋谷区立幡代小学校 

・1年生3クラス×45分×1回 実演家1名 * 

・1年生3クラス×45分×3回 実演家2名 

・2年生3クラス×45分×1回 実演家1名 * 

・2年生3クラス×45分×1回 実演家2名 

・3年生3クラス×45分×1回 実演家1名 * 

・3年生3クラス×45分×3回  実演家2名 

・4年生3クラス×45分×1回 実演家1名 * 

・4年生3クラス×45分×1回 実演家2名 

・5年生3クラス×45分×1回 実演家1名 * 

・6年生3クラス×45分×1回 実演家1名 * 

新宿区立戸山小学校 
・5年生2クラス×45分×各3回 実演家2名 

・6年生2クラス×45分×各3回 実演家2名 

新宿区立花園小学校 

・2年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・3年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・4年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・5年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・6年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・特別支援学級×45分×2回  実演家2名 

新宿区立牛込仲之小学校 
・3年生2クラス×45分×3回 実演家2名 

・5年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

新宿区立江戸川小学校 ・3年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

新宿区立天神小学校 
・5年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

・6年生1クラス×45分×3回 実演家2名 

練馬区立関中学校 ・2年生5クラス×50分×各4回 実演家4名 

2000年～2011年で研修等に参加した実演家は約80名余。 

12年間で、小学校23校（実数）で述べ442校時、中学校2校（実数）で述べ52校時の授業を実施。 

           （この他にも教員対象や部活動対象などの活動もあり） 

 
 

 

【お問合せ】 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 [芸団協]  実演芸術振興事業部 

〒160-8374 東京都新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎2F（旧淀橋第三小学校） 

tel:03-5909-3060  fax:03-5909-3061 Ｅ-mail：seminar@geidankyo.or.jp 

http://www.geidankyo.or.jp/ 


