
平成２４年度実績

１．芸術文化鑑賞機会提供事業
公演等総数 (６６回)

（１）文化庁提供事業
①「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」（巡回公演事業）

開催場所 備考
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人) 参加校 公演数 種目 制作・公演団体・演目

制作団体：一般社団法人　セントラル愛知交響楽団　

公演団体：セントラル愛知交響楽団

公演演目：「カルメン」他

糸満市立潮平小学校 11月29日 (木) １次募集 864 51 1 1

糸満市立兼城小学校 11月30日 (金) １次募集 641 34 1 1

うるま市立津堅小中学校 1月7日 （月） 追加募集 35 70 1 1

糸満市立真壁小学校 1月8日 （火） 追加募集 124 27 1 1

南城市立大里南小学校 11月26日 (月) １次募集 773 50 1 1

南城市立久髙小中学校 11月28日 (水) １次募集 39 25 1 1

沖縄市立越来中学校 11月29日 (木) １次募集 236 30 1 1

西原町立西原小学校 11月30日 (金) １次募集 752 52 1 1

糸満市立糸満小学校 1月18日 （金） 追加募集 391 57 1 1

計１０校 4,208 466 10 10

久高小中／ミュージカル「ハロー、天使です！」 真壁小／なるほ堂ものがたり 　　　　　西原南小／「カルメン他」オーケストラ鑑賞

 ②「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」（派遣事業）

開催校 開催月日 備考
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人) 参加校 分野 内容 被派遣者氏名

11月5日 (月) 35 1

11月6日 (火) 34 1

12月6日 （木） 39 1

1月23日 (水) 80 1

1月24日 (木) 75 1

1月25日 (金) 80 1

9月27日 (木) 115 1

9月28日 (金) 117 1

10月21日 (日) 330 1

2月25日 （木） 172 1

2月26日 （金） 168 1

2月27日 （木） 212 1

名護市立東江小学校

１次募集

名護市立名護中学校 1次募集 音楽 ヴァイオリン
神谷美穂

（中川賢一、エマニュエル・ジラール）

音楽 声楽

大森智子

（東江中：木内佳苗、大嶋有加里、原寛）

（東江小：中川賢一、森本真由美）１次募集

Ⅵ　芸術文化の振興

開催月日

その他の参加者 (７３１ 人) 参加児童生徒総数 (９，９７９人)

　文化庁や文化財団、市町村教育委員会及び学校等との共催により、児童生徒の豊かな感性を育むとともに本
県芸術文化の振興を図ることを目的とする。児童生徒や一般県民に我が国の優れた舞台芸術等を鑑賞する機
会を提供するとともに団体等との共演に参加したりするなど、児童生徒の文化活動の充実・発展をめざし下記の
事業を実施した。

　小学校・中学校等において舞台芸術公演を行い、優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供する。その際、事前
にワークショップを行い、児童・生徒を実演に参加させるとともに、実技指導又は鑑賞指導を行う。

オーケスト
ラ

1公演

児童劇
４公演

ミュージカル
５公演

名護市立稲田小学校 １次募集 演劇 現代劇

353 70 1 1西原町立西原南小学校 1月30日 (水) １次募集

宮廻夏穂
（上原尚子、北川彩子、

森本真由美、眞榮田えり子）

名護市立東江中学校

制作団体：有限会社　劇団ドリームカンパニー

公演団体：有限会社　劇団ドリームカンパニー

公演演目：ミュージカル「ハロー、天使です！」

制作団体：企業組合 劇団風の子九州

公演団体：劇団風の子九州

公演演目：なるほ堂ものがたり
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10月3日 （水） 22 1

10月9日 （火） 22 1

12月3日 （月） 97 1

12月4日 （火） 95 1

12月5日 （水） 105 1

東村立高江小中学校 2月19日 （火） 追加募集 23 1

竹富町立竹富小中学校 2月8日 （金） 追加募集 41 1

2月14日 （木） 148 1

2月15日 （金） 148 1

2月12日 （火） 25 1

2月13日 （水） 47 1

1月9日 (水) 134 1

1月10日 （木） 98 1

1月11日 (金) 111 1

12月12日 (水) 110 2

12月13日 (木) 90 2

12月14日 (金) 53 2

県立久米島高等学校 12月10日 （月） 追加募集 204 1 音楽 声楽 嘉味元綾子（比嘉美智代）

12月19日 （水） 73 1

12月20日 （木） 78 1

12月20日 （木） 37 1

12月21日 （金） 84 1

南大東村立南大東小中学校 1月22日 （火） 追加募集 85 1

伊是名村立伊是名中学校 2月26日 （火） 追加募集 65 1 大衆芸能 落語 山城伸伍

1月10日 （木） 75 1

1月11日 （金） 96 1

北大東村立北大東小中学校 1月24日 （木） 追加募集 67 1

計１９校 3,690 0 42

　　　　　　　　　　　　　東江中／演奏風景 伊是名中／落語公演の風景 　　　　　　　　県立久米島高校／公演の様子

 ③「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」（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
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人) 参加校 分野 内容 被派遣者氏名

糸満市立喜屋武小学校 70 11 1 演劇 現代劇 正　嘉昭、尾田和夫、三嶋浩二

計１校 70 11 1

　　　表現手法⇒ 主人と従者 表現手法⇒　　　人間と鏡

名護市立屋部小学校 追加募集

名護市立屋部中学校 追加募集

名護市立羽地小学校 1次募集 音楽 ヴァイオリン

名護市立久辺小学校
（久辺幼稚園・久志小学

校との合同開催）
1次募集 音楽 その他

名護市立源河小学校 1次募集 音楽 その他
眞榮田えり子

（森本真由美、石垣円、當間多希）

 ９公演

３９公演

7/11（3回）,12（3回）, 1/9(3回)

伊是名村立伊是名小学校 追加募集

木内佳苗

（大宮中：大嶋有加里、大森智子、原寛）

（高江小中：大嶋有加里、原寛）

（竹富小中：大嶋有加里、原寛）

（国頭中：大嶋有加里、田里直樹、伊波祐奈）

（沖縄三育中：大嶋有加里、川嶋浩司、原寛）

ピアノ音楽

国頭村立国頭中学校 追加募集

音楽

名護市立大宮中学校 1次募集

赤嶺志麻子
（金城千賀子、儀武須賀乃、

城間恵、眞榮田えり子）

西仲美咲
（武内大輔、川井和丸）

沖縄三育中学校 追加募集

表現手法⇒　　　仲間集め

その他

新垣佳世子

（外間三千代、新垣壽賀子、與那國大介、
喜屋武愛香、森本真由美）

音楽 ピアノ

中川賢一

（屋部小：濱真由美）
（屋部中：濱真由美）

（南大東中：神谷未穂、エマニュエル・
ジラール、中嶋優子、宇井孝司）

   本事業を実施する小・中・高等学校等に対し、特定非営利活動法人、公共や民間の劇場、又は芸術団体等に
所属又は関係する芸術家や劇団員等を派遣し、開催校の担当教師と芸術家等が連携を図り、児童生徒を対象
に芸術のもつ表現手法を用いた集団による創作過程を含む計画的・継続的なワークショップ等の実技指導の実
施を通じて、児童生徒のコミュニケーション能力の育成を図る。

開催月日
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 ④「子ども　夢・アート・アカデミー」

開催校
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人) 参加校 分野 内容 被派遣者氏名

浦添市立浦添小学校 96 6 1 美術 日本画 福王寺一彦、福王寺みどりこ

計1校 96 6 1

　　　　　　　　　　　　　　　浦添小／作品制作中    講師から指導を受けている様子 福王寺先生の説明の様子

（２）財団提供事業

開催校 開催月日 曜 時間帯
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人) 参加校 公演数 種目 出演者

県立宮古特別支援学校 2月6日 水 午前 140 71 4 1

宮古島市立平良中学校 2月6日 水 午後 201 12 213 1

浦添市立内間小学校① 2月7日 木 午前 298 12 310 1

浦添市立内間小学校② 2月7日 木 午後 360 12 372 1

恩納村立恩納小学校 2月8日 金 午前 195 15 210 1

計４校 1,194 122 1,109 5

　

　　　　　　宮古特別支援学校／公演の様子 　　　　内間小学校／公演の様子 　　　恩納小学校／お礼の挨拶を述べている児童

（３）沖縄県提供事業

 ①沖縄県こども青少年芸術劇場

開催場所 備　　考
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人) 参加校 公演数 種目 公演団体

午前 442 73 6 1

午後 279 53 4 1

計１０校 721 126 10 2

開催月日

久米島町具志川
農村環境改善センター

10月5日 金

開催月日

12月7日

アコール金管五重奏団金管五重奏

吉沢　実  （リコーダー）
永田 平八    （リュート）

吉沢　実
リコーダー
とともに

   美術・文芸・音楽・演劇・舞踊など各分野における最高峰の芸術家である「日本芸術院会員自らが小・中・高等
学校を訪問し、講話、実技披露等を行うことにより、子どもたちに文化芸術活動の素晴らしさを実感させ、子ども
たちに夢を持って生きることの大切さや文化芸術を愛する心を育て、豊かな情操を有する我が国の文化継承者
の育成を図ることを目的とした事業。

　 芸術鑑賞の機会に恵まれない地域の青少年に、優れた芸術を直接に鑑賞してもらい、本物の芸術に触れる
喜びを与えようとするもの。

 ① 財団法人日本青少年文化センター提供　 「沖縄県青少年芸術劇場小公演」

    芸術鑑賞の機会の少ないへき地、離島等の児童生徒に、優れた舞台芸術を提供して生の芸術に触れる喜び
を与えるとともに表現活動の機会を確保することにより、児童生徒の芸術活動の機運の醸成と健全育成を図る目
的で実施。

１公演
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２．学校文化団体の育成・支援

(１)沖縄県高等学校文化連盟

①第３６回全国高等学校総合文化祭富山大会への生徒派遣

 ＜主な成績＞

                        物語」

写　真　部　門：■奨励賞（３位相当上位３０点）　作品名 「晴天の下で」　真和志高等学校　國吉美和（３年）

将　棋　部　門：■女子団体５位　　昭和薬科大学附属高等学校  　徳元麻衣子(２年)  　宮國絵理奈（３年）
　                      村井志帆（３年）

書　道　部　門：■特別賞（２位相当上位５６点）　作品名 「臨　針切」　小禄高等学校　赤嶺奈々美（３年）

　　　　　　　　　全国高等学校総合文化祭激励壮行会　　　　　　　　　　

 開　催　期　間：平成２４年８月８日（水）～８月１２日（日）

将棋部門に参加したメンバーと教育長

                     ③【ビデオメッセージ部門】
                     ■優秀賞（１位相当８点）那覇国際高等学校映画研究部  作品名「でーじまーさん　そば

     　   郷土芸能部門に参加した嘉手納高校　　   　 弁論部門で発表する生徒

 開　催　場　所：富山市、高岡市、砺波市、南砺市、小矢部市、滑川市、魚津市、その他

　 本県中・高等学校における文化活動の統括をしている沖縄県高等学校文化連盟及び沖縄県中学校文
化連盟を育成・支援し、学校における文化活動の活性化を図っている。

 参　加　部　門：1５部門（総合開会式、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、美術・工芸、書道、写真、
                                  郷土芸能、放送、弁論、囲碁、将棋、文芸、自然科学、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、茶道）

弁　論　部　門：■優良賞　演題「昨日の敵は」　向陽高等学校　比嘉　樹(３年）

放　送　部　門：①【CM部門】
                     ■富山県実行委員会名誉会長賞（１位相当上位３点）
                        那覇国際・石川高等学校合同チーム  作品名：富山をＰＲするＣＭ・「婚活」
                     ②【オーディオピクチャー部門】
                     ■優秀賞（１位相当上位４点）那覇高等学校放送部  作品名「母の戦争」

 本県参加生徒：２０５名
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②第３６回沖縄県高等学校総合文化祭【復帰４０周年記念事業】の開催

 開  催  部  門：17部門 (総参加人数：4,057人、総合開会式参加者：1,025人)

  　　 派遣分野：書道
　 　　派遣期間：平成25年3月17日(日)～21日(木)
　　　 交 流 校：上海市徐匯中学、徐匯区青少年活動センター

 　　  派遣分野：音楽、美術・工芸、郷土芸能
　 　　派遣期間：平成25年2月4日(月)～10日(日)
　　　 交 流 校：シンガポール　ランゲージセンター、ミレニアインスティチュート校、

ランゲージセンターにて ミレニア・インスティチュート校にて

　　　　美術・工芸のワークショップ 　　　　　　ＳＯＴＡでの発表 　　　シンガポール高島屋前でのパフォーマンス

③沖縄県高校生国際文化交流派遣事業の実施

　　　 派遣人数：19人（生徒13人、引率６人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 開　催　場　所：沖縄市民会館（総合開会式）他8会場

　　　 派遣人数：72人（生徒60人、引率12人）　　　　　　　

　　　帰国報告会／大城教育長と記念撮影　　　　　　上海市徐匯中学にて　　　　　　　徐匯区青少年活動センターにて　　　　　　　　　

④沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラムの実施

ＳＯＴＡにて

           　　     ＳＯＴＡ（Ｓｃｈｏｏｌ　Of　The　Ａｒｔｓ）

　　　　　　　　　　　総合開会式フィナーレ　　　　　　　　　　　　　上原副知事挨拶　 　　　国際交流フェスティバル（シンガポール）

 開　催　期　間：平成24年9月16日(日)～11月18日(日)
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(２)沖縄県中学校文化連盟

①第１8回沖縄県中学校総合文化祭　 

　　　期日／場所：平成24年12月8日(土)～9日(日)／浦添市てだこホール

　　　参加状況：舞台部門：937名（３２演目）、ＹＰＦ部門：159名(ﾊﾞﾝﾄﾞ：50名、ﾀﾞﾝｽ他：109名)

　　　　　　　　　 展示部門：約 2,659点（他府県：168点、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ生徒作品：6点、国税：3点）

　　　復帰40周年記念演劇「とびら」 　　　　　　　　幕開けの歌三線合奏 　　　　　　吹奏楽と合唱の饗宴

②第１８回沖縄県特別支援学校中学部総合文化祭      

       期日／場所：平成24年８月14日（火）～19日（日）　県民ギャラリー（沖縄県立博物館・美術館内）

　　　参加状況：展示部門：生徒：433名、作品数：808点、　参観者数：1461名、内訳：受付名簿（1,422名）、

　　　　　　テープカットの様子 　　　　ピアノ独奏（ノクターン）（島尻特支） 　　　　獅子舞と太鼓（名護特支）

　　　　　　　　　 来賓名簿(39名)

　「かぎりないゆめ　あしたのえがお　かがやくみらい」のテーマの下、沖縄県特別支援学校中学部総合文化
祭 を開催した。テープカットの後アトラクションを行い、全808点余の作品が披露された。

 「誰かじゃない　自分が繋ぐ伝統という名の　輝くバトン」のテーマの下、沖縄県中学校総合文化祭を開催
した。
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３．行事共催等の承認

1 4/12
第３３回文部科学大臣杯少年少女囲碁大会沖縄県大会」及び
「第９回文部科学大臣杯小・中学校囲碁団体戦沖縄県大会」

沖縄県囲碁連盟 ○

2 4/12 大野勝彦　詩画展 琉球新報社 ○

3 4/24
２０１２「国際児童・青少年演劇フェスティバル」おきなわ
（キジムナーフェスタ２０１２）

「国際児童・青少年演劇フェスティバ
ル」おきなわ実行委員会実行委員長 ○

4 5/10 平成２４年度第１８回沖縄県特別支援学校中学部総合文化祭 沖縄県特別支援学校中学部文化連盟 ○

5 5/15 第５回「茶道文化検定」 財団法人今日庵　茶道資料室 ○

6 5/16
平成24年度　国立沖縄青少年交流の家特別企画
「高校生　素材探検団inとかしき」～その瞬間を見逃すな～

国立沖縄青少年交流の家 ○

7 5/16
「第５９回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテストならびに校内放送活
動研究集会沖縄県大会」

沖縄県高等学校文化連盟 ○

8 5/16 「第３４回読売学生書展」 読売新聞西部本社事業部 ○

9 5/23 第３６回沖縄県高等学校総合文化祭 沖縄県高等学校文化連盟 ○

10 5/24 第４８回『こども舞踊大会』 琉球新報社 ○

11 5/25 お化け屋敷で科学する！in 沖縄 文化の杜共同企業体 ○

12 5/25 フェルメール「真珠の首飾りの少女」inベルリン国立美術館展 九州国立博物館他 ○

13 5/30
沖縄県指定無形文化財　沖縄伝統音楽箏曲保存会　第５回　保
持者公演

沖縄伝統音楽箏曲保存会 ○

14 6/1 劇団四季“こころの劇場”ミュージカル『王様の耳はロバの耳』 四季株式会社／（財）舞台芸術センター ○

15 6/6 ディズニー・ライブ！「ミッキーのミュージックパーティー！！」 沖縄テレビ放送株式会社 ○

16 7/5 秋の美術展・沖展会員新作展
株式会社沖縄タイムス社、読谷村、
読谷村教育委員会 ○

17 8/10
平成２４年度沖縄県高等学校文化連盟放送専門部
「放送技術講習会」

沖縄県高等学校文化連盟 ○

18 8/13 沖縄巡回公演「ちゃんぷるーシアターVol.12」 玉川大学パフォーマンス実行委員会 ○

19 8/29 五色百人一首フェスタ２０１２ ＴＯＳＳ五色百人一首協会沖縄県支部 ○

20 9/14
復帰40周年記念
第18回沖縄県中学校総合文化祭

沖縄県中学校文化連盟 ○

21 9/24 大濱安伴生誕百年記念公演 八重山古典民謡保存会 ○

22 9/24
湛水流伝統音楽保存会創立３０周年記念平光雄カジマヤー記
念東京公演

湛水流伝統音楽保存会創立３０周
年記念平光雄カジマヤー記念東京
公演実行委員会

○

23 9/25 特別展「ボストン美術館　日本美術の至宝」 九州国立博物館他 ○

24 10/12
平成24年度浦添市文化芸術振興事業　　琉球オペラ創出事業
「アオリヤエーようどれに眠る愛からー」

浦添市文化芸術振興事業実行委員会 ○

　児童・生徒を対象とした行事で教育施策推進上効果があると認められるものや伝統文化の普及・啓発
を目的とした行事等で共催等の申請のあったものについて、以下のとおり承認した。

後援№ 行　事　等　の　名　称 主　催　者 共催承　認
年月日
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後援№ 行　事　等　の　名　称 主　催　者 共催承　認
年月日

25 10/12 新作組踊「海鳴りの彼方」～対馬丸の子ら～公演 新作組踊「対馬丸」実行委員会 ○

26 10/22 劇団四季ミュージカル「王様の耳はロバの耳」 沖縄テレビ放送株式会社 ○

27 10/22 第24回沖縄県高等学校席上揮毫大会 沖縄県高等学校文化連盟 ○

28 10/22
琉球新報創刊120年記念
沖縄コンベンションセンター創立25周年記念
「佐渡裕指揮　東京シティーフィルハーモニック管弦楽団沖縄公演」

琉球新報社 ○

29 10/22 マリー・アントワネット物語展 文化の杜共同企業体 ○

30 10/23 第65回「沖展」 株式会社　沖縄タイムス社 ○

31 10/23
がんばっぺ！福島　東日本大震災復興支援チャリティー琉球オ
ペラ「アオリヤエ」福島県郡山市派遣壮行公演

劇団アオリヤエ ○

32 10/25 「切った貼ったで盛り上がれ！漆の技－TUIKIN－」展 浦添市教育委員会 ○

33 11/9
沖縄なは子ども劇場　低高合同定例鑑賞会
人形劇団ココン『チャハハ丸とヘヘヘ丸』

沖縄なは子ども劇場 ○

34 11/9
沖縄なは子ども劇場　低高合同定例鑑賞会
劇団コーロ『いえでででんしゃ』

沖縄なは子ども劇場 ○

35 11/9
沖縄なは子ども劇場低高合同定例鑑賞会
人形劇団プーク『ねぎぼうずとあさたろう/ピーターとおおかみ』

沖縄なは子ども劇場 ○

36 11/14 「第30回日本伝統漆芸展」浦添展
浦添市美術館・公益社団法人
日本工芸会 ○

37 11/20 沖縄県指定無形文化財「沖縄伝統舞踊」保持者公演 沖縄伝統舞踊保存会 ○

38 11/29 第２１回「ゆかる日　まさる日　さんしんの日」 琉球放送株式会社 ○

39 11/30 ピティナ･ピアノコンペティション　第１２回入賞者記念コンサート 一般社団法人　ピティナ沖縄支部 ○

40 12/3
日越外交関係樹立40周年記念、福岡県・ハノイ友好提携５周年
記念「大ベトナム展」

九州国立博物館他 ○

41 12/20 宮良長包生誕130年記念音楽祭
宮良長包生誕130年記念音楽祭
実行委員会 ○

42 12/21 第２４回沖縄県高等学校書道展 沖縄県高等学校文化連盟 ○

43 1/16
琉球古典音楽安冨祖流絃声会　第６回「組踊、舞踊」地謡研修
発表会

琉球古典音楽安冨祖流絃声会　組
踊、舞踊及び演劇地謡研修部 ○

44 2/15
沖縄なは子ども劇場低高合同定例鑑賞会
ＯＨオフィス『マイ・クロ・シアター』

沖縄なは子ども劇場 ○

45 2/15
沖縄なは子ども劇場低高合同定例鑑賞会
世界は友達！
アサンテプラン「笑福亭鶴笑のパペット落語」

沖縄なは子ども劇場 ○

46 3/1 武蔵野音楽大学ウインドアンサンブル沖縄公演
武蔵野音楽大学同窓会
沖縄県支部 ○

47 3/13 日中国交正常化40周年　特別展「中国　王朝の至宝」 九州国立博物館他 ○

48 3/21 報道カメラマンが見た『激動のOKINAWA42年』 琉球新報、日本新聞博物館 ○

49 3/28 伝統組踊保存会国指定４０周年記念公演 一般社団法人　伝統組踊保存会 ○
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