
 

令和４年度 

はじめてのまなび応援事業 

プログラムリスト 

TEL：0952-25-7313 

FAX：0952-25-7406 

e-mail：manabi@pref.saga.lg.jp 

佐賀県 県民環境部 まなび課 
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１

フルート・ヴォイオリン・ピアノによる
聴いて・さわって・音楽と楽器についても学ぼ
う！コンサート

Trio Lien（トリオリアン） 2-４

２
まなびコンサート
「電子オルガンは魔法の絵の具」

久米 詔子 5-8

３
体験・体感  マリンバ・パーカッション コン
サート

関家 真一郎 アンサンブル グループ 9-11

４ 音楽ってホントに楽しいっ！ 入門編 RITA ＆ Marimba 12-14

５ アンサンブル パストラーレ コンサート アンサンブル パストラーレ 15-17

６ 日本の伝統楽器”箏（こと）”に触れてみよう 箏曲 穂波会 18-20

７ 佐賀県邦楽協会 21-23

8
新規

和の音響く 横笛コンサート 望月美都輔 24-26

9
新規

和に触れてみよう！ 横笛体験ワークショップ 望月美都輔 27-29

和洋
コラボ

１０
津軽三味線とパーカッションの
コラボコンサート

関家 真一郎 アンサンブル グループ 30-32
ダンス

＆
ミュー

１１
新規

「Let's ダンス！ Let's ミュージック！」 プリズム・ボックス 33-36 

12
新規

enjoyダンス！！ Quest 37-39

１３ 運動神経が良くなるVIVOサーキットパーク アクロバットパフォーマンスＶＩＶＯ 40-42 

人形
浄瑠璃 １４ 邦楽プログラム 唐津人形浄瑠璃保存会 43-45

落
語

１５ おもしろ落語笑学校 佐賀大学落語研究会ＯＢ会「笑菱会」 46-48

歴
史

１６
ふるさとの歴史を学ぼう。
「なぜ？なに！徐福さんものしり講座」

特定非営利活動法人
佐賀県徐福観光振興会

  49-51

演
劇

１７ 劇団とんとこパピィの演劇プログラム 劇団とんとこパピィ/とんとこ一座 52-54

大道芸 １８ 劇団とんとこパピィの大道芸プログラム 劇団とんとこパピィ/とんとこ一座 55-57

読み
聞かせ １９ 音楽と絵本の世界 音楽と絵本の読み語りグループ SORA 58-60

２０ 友だち（家族）の”似顔絵”をかこう 九州漫画の会 61-63

２１ ”感謝の絵手紙”を色紙にかこう 絵手紙「星の会」 64-66

絵
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Ｎｏ．１

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

２０２１年
11月 歓興公民館

２０２１年
12月

佐賀市中央
児童センター

２０２１
10月

奏楽庭
ホール

２０２１年
12月

佐賀大和
老人センター

２０２１年
12月

ぶどうの木
クリニック

２０２２年
3月 循誘公民館

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

２０２２年
3月 南川副公民館

２０２２年
４月

ぶどうの木
クリニック

２０２２年
5月 浪漫座

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

http://www.youtube.com/channel/UC1yJ4_ICsSX5JwpOZyqS2Zg

イベント名、内容

アウトリーチコンサート（赤ちゃん～未就園児対象）
コンサート・ヴァイオリンやリズム楽器体験　1回　２０組

ヴァイオリン・ピアノによるDuoコンサート・1回
福地かおる・原田さゆり

福地かおるヴァイオリン門下生とのすぷりんぐコンサート・1回　６０人

ぶどうの木クリニックコンサート（３・４・７・１２月）
コンサート

循誘スプリングコンサート（子供～高齢者対象
アウトリーチコンサート）
コンサート・ヴァイオリン体験など1回６０人

フルート・ヴァイオリン・ピアノによる
聴いて・さわって・音楽と楽器について学ぼう！

Trio Lien（トリオリアン）

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分、６０分

 指定なし

イベント名、内容

ハッピーサタデーコンサート（子供～高齢者対象アウトリーチコンサート）
コンサート・ヴァイオリン体験　　1回６０人

X'masコンサート（赤ちゃん～未就園児アウトリーチコンサート）
コンサート・ヴァイオリン体験など　1回10組

Lives Beyond コンサート
配信のための収録コンサート　1回　無観客

大和シルバーの集いコンサート
コンサート・ヴァイオリン体験など　1回　１００人
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１　最後まで飽きることなく各コーナーを楽しめる。
２　クイズ形式で音楽・楽器について学べる。
３　コロナの状況によりますが一緒に歌ってもらう。
４　楽器体験では、一緒にアンサンブルが楽しめる。

 提案プログラム

★プログラム名

フルート・ヴァイオリン・ピアノによる
聴いて・さわって・音楽と楽器についても学ぼう！
コンサート
★団体名

Trio　Lien (トリオリアン）

★団体のプロフィール

長年にわたり各々の活動や共演を経て２０２０年に結成。毎年Trio Lienコンサート（佐賀
公演・柳川公園）を行っている。また、幼児・高齢者対象のアウトリーチコンサートやぶ
どうの木クリニックでのコンサートも定期的に行っている。

★プログラムの目的

１　生演奏だからこそ感じられる感覚を楽しんでもらう。
２　ヴァイオリンやリズム楽器を使い演奏体験を楽しんでもらう。
３　授業では学ばない音楽の歴史や各楽器の歴史、はなし、弾き方を分かりやすく学んで
もらう。
４　普段はなかなか演奏されない曲にも触れてもらう。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 ３名

★開催学校で準備が必要なもの

ハンドマイク・ピアノ（ピアノがない教室での開催の場合、電子ピアノ持参）・着替えら
れる部屋・

★備考

校歌の他、リクエスト曲を担当の先生と相談し選曲も可能。

★活動写真
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時間 備考内容

プログラムスケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45分プログラム

４５分前

楽器搬入・セッティング・リハーサル・着替え

５分間

開演

挨拶

自己紹介

一緒に歌おう！（コロナの状況では変更あり）

３５分間

クラシック音楽を学ぼう！

1　愛の挨拶（エルガー作曲）・・・曲、作曲者について学びながら鑑賞。

2　楽器紹介・フルート・ヴァイオリン・ピアノの歴史や話、音の出し方

についてクイズ形式で。

3　ノクターン（アザラシヴィリ作曲）・・・１と同様に。

4　クラシック音楽の始まりはいつ？どこで？だれが？日本での始まりは？

ヴァイオリンを弾いてみよう！

学年により、きらきら星や情熱大陸など曲をかえて講師と一緒に

アンサンブル体験も。

鈴やシェイカー体験もしてアンサンブルに加わろう！

鑑賞・・鬼滅の刃より炎

１５分間

片付け・着替え

　校歌・リクエスト曲。

５分間

感想・終わりの挨拶
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Ｎｏ．2

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

2022年 3月 アバンセ１F  北
口ロビー

2022年 2月 EDAUME東の蔵

2022年 1月 九州大谷短期大学
大谷講堂

2022年 1月
神埼市千代田文化
会館はんぎーホー
ル

2021年12月 佐賀市文化会館イ
ベントホール

2021年12月 牛津ルーテルこど
も園

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

2022年 3月 福岡県　　　春日
市市役所

2022年 4月 ぶどうの木クリ
ニック

2022年 6月 サザンクス筑後
(大ホール)

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

http://fantasic-p.jugem.jp/?cid=14

http://www.fantasic-prism.com/concert/

イベント名、内容

音楽の玉手箱スプリングコンサート（1回/定員無し）

ぶどうの木クリニック　コンサート（1回/定員未定）

和太鼓UNIT壱打2021年公演ゲスト演奏（1回/1302人）

文化庁「くるみ割り人形を創る踊る観るプロジェクト2021 」
こどものためのくるみ割り人形（1回/100人）

音楽で楽しむ絵本の世界2021                                      　　 (1回
30分/約150人/絵本の朗読とピアノ＆電子オルガン演奏）

まなびコンサート「電子オルガンは魔法の絵の具」

久米 詔子(クメ　ノリコ）

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分、６０分、９０分

 指定なし

イベント名、内容

アバンセ春のコンサート（1回/定員無し）

LiveSBeyond「オルガンワークショップVol.2～オルガン修復完成披露コンサー
ト」（1回/定員50人）

九州大谷短期大学表現学科演劇放送フィールド42期生卒業公演 ミュージカル『A
CHORUS LINE』演奏（2回/定員のべ400人）

文化庁「くるみ割り人形を創る踊る観るプロジェクト2021 」
SAGA MUSIC FAIR   (1回/コロナ感染拡大予防のため定員は半分の252席）
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★１教室あたりの講師人数 １名

　1名　＋　楽器運搬補助として 1名

★開催学校で準備が必要なもの

・延長コード（コンセント3つ分）・ハンドマイク1本（スタンド付き）
・生徒さん用マイク1本（大人数の場合だけ）

★備考

・プログラム時間や曲目、内容、進行は対象者に応じて変更可能です。
（学校等との打ち合わせの上決定します。）
・楽器搬出入のため、会場出入口付近に車を停めさせていただきます。

★活動写真

 

佐賀にはパイプオルガンを設置している教会が少ない上に、キリスト教の教会信者でければ、生のオルガン音楽に触れることは
出来ません。このプログラムでは、両手両足を使う独特なオルガン奏法を間近に見聴きします。名曲を聴いたりクイズ形式で考
えながら、オルガンの歴史や仕組み、開発された電子オルガンの特徴を学びます。また、演奏する音楽のジャンルも幅広く、バ
ロック時代から現在ヒット中の最新音楽まで、電子オルガンの機能を使って演奏します。

提案プログラム

★プログラム名

まなびコンサート「電子オルガンは魔法の絵の具」
★団体名

久米 詔子

★団体のプロフィール

1989年第26回エレクトーンフェスティバル全日本大会入賞を機に演奏活動を開始。近年ではソロ演奏だけでなく、バレエや
ミュージカル等の舞台演奏家、作曲家としても全国で活躍中。現在、福岡女子短期大学子ども学科非常勤講師。♪
http://www.fantasic-prism.com
【受賞歴】2013年よりピティナピアノコンペティション新曲課題曲作品賞を6回受賞。2014年第41回佐賀県芸術文化奨励賞受賞。
2019年第38回佐賀県音楽協会賞受賞。他多数。
【オリジナル作品】東京サントリーホール開館25周年記念パイプオルゴール曲『Anniversary』。モーニング娘新春LOVEストー
リーズ『時をかける少女』劇中音楽。他多数。

★プログラムの目的

オルガンには足踏みオルガン、パイプオルガン、電子オルガンと色々な種類がありますが、そもそも「オルガン」とは何を意味
する楽器なのでしょうか？また、一般的に知られているエレクトーンやハモンド、ドリマトーンの楽器の本当の名前は「電子オ
ルガン」です。パイプオルガンの名曲から現代曲まで、一人オーケストラともいわれる電子オルガンの魔法で、音楽の楽しさを
子どもたちと共有します。

★プログラムのポイント
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時間 備考

55分 リハーサル 楽器搬入、組み立て、会場準備、音出し等

20分 講師準備　 着替え等

5分 待機

3分 　①オープニング「情熱大陸」またはタイムリーな曲で

♪楽器紹介
電子オルガンの「オルガン」ってどんな意味？

　②パイプオルガンの名曲「トッカータ」

パイプオルガンの代用として作られた電子オルガンの音色

　③効果音を使った曲「スターウォーズ」

♪演奏方法について
両手両足の使い方

つま先とかかとの奏法・右足と左足の役割

　④足の動きが激しい曲「シング・シング・シング」

♪音楽ジクソーパズルクイズ
（手鍵盤、足鍵盤をバラバラに演奏して曲名当てクイズをします）

　⑤「？？？」

　⑥「？？？」

♪想像してみよう
色彩豊かな電子オルガン音楽から景色をイメージしていきます

　⑦「水の記憶」

内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                45分プログラム

少人数の場合は楽器の周りに集まります。

10分 大人数の場合は生徒さんにマイクを渡して下さい。

5分

80分間
（準備）

楽器運搬と組立の為、
補助員が1名ついて参ります。

5分間

～開会～

進行は先生方にお願いします。挨拶

講師紹介

35分間

12分

5分

5分間

質問コーナー＆感想

進行は先生方にお願いします。挨拶

～閉会～

30分間
（片付
け）

着替え、楽器搬出
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時間 備考

55分 リハーサル 楽器搬入、組み立て、会場準備、音出し等

20分 講師準備　 着替え等

5分 待機

50分間 3分 　①オープニング「情熱大陸」またはタイムリーな曲で

♪楽器紹介
電子オルガンの「オルガン」ってどんな意味？

　②パイプオルガンの名曲「トッカータ」

パイプオルガンの代用として作られた電子オルガンの音色

　③効果音を使った曲「スターウォーズ」

アレンジ（編曲）とは？

　④季節の歌をオリジナルアレンジで

　　「うみ」「村祭り」「冬景色」等

♪演奏方法について
両手両足の使い方

つま先とかかとの奏法・右足と左足の役割

　⑤足の動きが激しい曲「シング・シング・シング」

♪音楽ジクソーパズルクイズ
（手鍵盤、足鍵盤をバラバラに演奏して曲名当てクイズをします）

　⑥「？？？」　　⑦「？？？」　　⑧「？？？」

♪想像してみよう
色彩豊かな電子オルガン音楽から景色をイメージしていきます

　⑨「水の記憶」

質問コーナー＆感想

挨拶5分間 進行は先生方に
お願いします。

～閉会～
30分間
（片付
け）

着替え、楽器搬出

5分

80分間
（準備）

楽器運搬と組立の為、
員が1名ついて参ります。

5分間

～開会～
進行は先生方に
お願いします。挨拶

講師紹介

17分

10分 少人数の場合は楽器の周りに
集まります。

15分 大人数の場合は生徒さんにマ
イクを渡して下さい。

内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　                    60分プログラム
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Ｎｏ．3

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

4年　3月 長崎県 大村市

４年　1月 筑後市

４年　1月 神埼市 はんぎー
ホール

3年　12月 直方市

3年　12月 阿蘇市

3年　12月 佐賀市文化会館

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

４年　４月 筑後市

４年　5月 筑後市

４年　6月 鹿島市

イベント名、内容

長崎OMURA室内合奏団 コンサート

大谷短期大学 卒業公演 ミュージカル コーラスライン

サガ ミュージックフェア 野村バレエ団 その他

オーケストラ エクラタン コンサート

体験・体感 
マリンバ・パーカッション コンサート

関家 真一郎 アンサンブルグループ

 小学校、中学校、特別支援学校

 ４５分

 指定なし

イベント名、内容

サックスお花見コンサート

筑後市立 古島小学校 打楽器コンサート

鹿島市 小学校 津軽三味線とパーカッション コラボコンサート

山口 修 クラシックギター コンサート

子どものためのくるみ割り人形 アウトリーチ 野村バレエ団 その他
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★１教室あたりの講師人数 2名

★開催学校で準備が必要なもの

・進行用のワイヤレスマイク(コードマイク可)　・マイクスタンド １本・長机 1・ピアノ(アップライトピアノ可)

★備考

・当日のプログラム、タイムテーブル等の詳細は、事前にお知らせ致します。・楽器搬入のため、会場のステージ付近の出入
口に車を駐車させていただきます。・ピアノがない場合は、こちらで電子ピアノを準備します。電源をお借り致します。

★活動写真

　　

◎速さの違う曲を聞き比べ、イメージにどんな違いがあるか、感じてもらう。◎音楽室にもある打楽器の演奏方法を紹介し、
演奏体験してもらう。◎リズム体験コーナーではボディーパーカッションを用いて、リズム感、表現力に挑戦し、楽器を使わ
なくても音楽を楽しめることを感じてもらう。

提案プログラム

★プログラム名

体験・体感  マリンバ・パーカッション コンサート
★団体名

関家 真一郎 アンサンブルグループ

★団体のプロフィール

フリーの打楽器奏者として九州交響楽団や、劇団四季ミュージカル『ライオンキング』に、ライブ打楽器奏者として出演した
関家 真一郎によるマリンバ・パーカッションのコンサート。 楽器体験・参加型のコンサートで、まなび課事業には毎年参加
させていただいています。 佐賀県外からの演奏の依頼も多く、音楽に親しみやすく、楽しいプログラムだと高い評価をいた
だいています。

★プログラムの目的

誰もが一度は触れたことのある木琴(マリンバ)や、タンバリン(パーカッション)等の、プロの演奏方法を紹介。 楽器を児
童・生徒の皆さんにも演奏体験してもらうことで、身近にある音楽に一層興味を持ち、表現することの楽しさを感じていただ
く。

★プログラムのポイント
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時間 備考

30分間

・楽器の撤収　搬出

・ご挨拶

・アンコール　1曲の予定

(曲目は変更する場合がございます。予めご了承ください。)

2分間

閉会式

・感想　　諸連絡

・児童、生徒退場

・マリンバとパーカッションの演奏

40分間

オープニング

『カルメン』より　　ビゼー 作曲　　・曲の紹介　・マリンバ紹介

『白鳥』動物の謝肉祭より　　サン・サーンス 作曲

・マリンバ演奏体験コーナー　　４～６名

◎打楽器の紹介と打楽器演奏体験コーナー

・マリンバと一緒に演奏に参加　(10～15名)

◎ボディーパーカッションでレッツゴー

・身体を使ってリズムに挑戦　(全員参加)

『アメリカン・パトロール』　ミーチャム 作曲

60分間

・会場到着　　・ご挨拶　　・楽器搬入　　・セッティング

・リハーサル開始 ～ 終了　　・講師待機

3分間

開会式

・学校から公演の説明　　・講師紹介

内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        45 分プログラム
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Ｎｏ．4

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

21年Oct 山代西小学校

21年 Oct 神埼市社会福祉協
議会

2021/9/26 干潟よか公園

2020/3/12 佐賀県庁　県民
ホール

20年 Oct 脊振小学校

20年 Oct 西郷小学校

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

https://m.facebook.com/rita41rita/

http://www.instagram.com/rita.sax_marimba

みんなで楽しむサックスとマリンバのコンサート

みんなで楽しむサックスとマリンバのコンサート

音楽ってホントに楽しいっ！
 入門編 

RITA  Saxophone ＆ Marimba 

 小学校、中学校、特別支援学校

 ４５分

 指定なし

イベント名、内容

カレーとライスのコンサート（芸術鑑賞会）

秋の芸術鑑賞会

夕暮れコンサート

さぎんウェンズデーコンサート
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★活動写真

2017年結成。サックスとマリンバという珍しい組み合わせのデュオ。クラシックやジャズといった『曲の演奏』
だけでなく、視覚的にも楽しめる演奏会を展開している。演奏依頼や県内の学校・施設等でアウトリーチ活動を
積極的に行っている。

★プログラムの目的

聴くだけの演奏会でなく、自らが見て感じて体感できることで、音楽に興味を持ち、より身近に感じてもらう。

★プログラムのポイント

子供たちが知っている曲を、様々なアレンジで演奏することで、曲調や楽器によって印象が変わることを感じら
れる。体験型の演奏会で、音楽の楽しさを体感できる。コロナの対策を取りながら、その中で体験・体感できる
ことを考えてプログラムを組んでいる。

★１教室あたりの講師人数 2名

★開催学校で準備が必要なもの

MC用マイク、着替え・楽器ケース保管用の控え室

★備考

楽器搬入のため、出入り口付近に車を停めさせていただきます。

★団体のプロフィール

★プログラム名

音楽ってホントに楽しいっ！ 入門編 
★団体名

RITA Saxophone & Marimba 
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時間 備考

搬入

組み立て

リハーサル

45分間

ご挨拶

ご要望には可能な限りお応えします。

40分間 片付け
搬出

①バケツが音楽に！？　※コール & レスポンス

②あ らよっと！間合いって大事
※合いの手を入れて曲を盛り上げよう

③聴いてみよう　※童謡唱歌、クラシックなど

④音階ってなぁに？　※一つの曲を長調や短調に変化させ、
　ニュアンスの変化を感じ取る

⑤拍子ってなぁに？　※ケンケンパで体感

⑥みんなでハーモニーを作ろう！　※流行りの曲で

5分間

プログラムの内容は、変更する可能性もあります。

プログラムスケジュール

内容

60分間

3分間
学校の先生
でお願いし
ます

開会

-14-



Ｎｏ．5

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

令和4年　1月 ハンバーグ　レスト
ラン　ジャンボ

令和3年　12月 ぶどうの木　クリ
ニック

令和3年　11月 唐人町

令和3年　10月 馬渡小中学校

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

令和４年　6月 ぶどうの木　クリ
ニック

年 月

イベント名、内容

アンサンブル パストラーレ コンサート(1回）

アンサンブル パストラーレ コンサート

アンサンブル　パストラーレ

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分、６０分、９０分

 指定なし

イベント名、内容

2022　ニューイヤーコンサート収録　（LiveS Beyond YouTube配信）

アンサンブル パストラーレ コンサート(1回/20名程度）

唐人ストリートコンサート（1回/多数）

はじめてのまなび応援事業／アンサンブル パストラーレ コンサート
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アンサンブル　パストラーレ

 提案プログラム

★プログラム名

アンサンブル　パストラーレ　コンサート

★団体名

★備考

★団体のプロフィール

フルート、バイオリン、ギターによるユニットで、結成32年になる。メンバーそれぞれの音楽経験と各楽器の特
性を活かした編曲により、幅広いレパートリーで対応する。

★プログラムの目的

生演奏を間近で見聴きすることにより、音楽に一層親しみを持ってもらうこと。また、各楽器の音色とそれらが
合わさったサウンドを肌で感じてもらうこと。

★プログラムのポイント

演奏を聴くだけではなく、それぞれの楽器の音の出る原理を理解してもらい、できれば楽器を体験してもらいた
い。

★１教室あたりの講師人数 ３名

★開催学校で準備が必要なもの

パイプ椅子３脚、長机 １台、マイク（解説用）
会場が広い場合、人数が多い場合は、演奏者にマイクが必要な場合もあります。

★活動写真
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時間 備考

５分間

～開会～

挨拶、講師紹介

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　               45　分プログラム

内容

４０分間
(準備）

会場にて音を出し、マイクが必要かどうか
をチェックします

楽器搬入、音だし

曲目は、対象者に応じて組み直してい
きます。楽器紹介～楽器体験～アンサンブルに挑戦

～フルート、バイオリン、ギターの紹介と体験～

みんなで手拍子や身体を使ってリズムを表現してもらうなど、できるだ
けたくさんの子どもたちにアンサンブルの楽しさを味わってもらう。

フルート、バイオリン、ギターの編成によるアレンジで

ご希望等ございましたらご連絡くださ
い。

・大作曲家の名曲を

・タンゴ集

・コンドルは飛んでいく　など

１５分間 後片付け、楽器搬出

※音楽教科書掲載曲で、私たちの編成で演奏可能な、あるいは
演奏効果がある曲を採り上げることもあります。

５分間

～閉会～

挨拶　　

３５分間

子どもたちがよく知っている曲

・ドレミの歌

・エーデルワイス

・童謡、唱歌　　など
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Ｎｏ．6

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

2021年10月～ 伊岐佐小学校
桜岡小学校他

2021年10月 小城公園グラウン
ド

2020年11月～ 西川副小学校
玉島小学校他

2020年10月 王仁博士顕彰公園

2019年12月～ 佐大附属中学校
春日北小学校

2019年3月 佐賀県国際
交流プラザ

イベント名、内容

令和3年度はじめてのまなび応援事業

佐賀県国際交流協会主催「2021さが国際フェスタ」での箏演奏

令和2年度はじめてのまなび応援事業

佐賀県国際交流協会主催「2020さが国際フェスタ」での箏演奏

日本の伝統楽器”箏（こと）”に触れてみよう

箏曲　穂波会

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分、６０分、９０分

令和元年度はじめてのまなび応援事業
（附属中1年生 144名、春日北小6年生 78名）

日本政府推進事業で来佐したアメリカ 北ジョージア大学の学生及び、
引率者 計25名対象に箏演奏・体験・発表を実施。
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・間近で箏の生演奏を聴き、奏法などを見て学習する。
・実際に体験演奏をすることによって、伝統楽器の良さを感じとってもらう。

提案プログラム

★プログラム名

日本の伝統楽器”箏（こと）”に触れてみよう

★団体名

箏曲　穂波会

★団体のプロフィール

1987年より箏曲発展に寄与することを目的に、レッスン、コンサート、小中学校での授業、
体験などの活動を行なっている。また、米国や東欧在住経験を活かし、欧州での国際音楽祭招聘演奏の他、これまで
に25ヵ国以上の佐賀大学留学生やその家族、ALT、高校の交換留学生らにも箏指導をし、日本の伝統文化の素晴らし
さを伝えている。

★プログラムの目的

小中学校の音楽の教科書を参考に、箏（こと）について紹介する。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 2名

★開催学校で準備が必要なもの

パイプ椅子2脚

★備考

・曲目は対象者に応じて変更可能です。事前打ち合わせ時に決定いたします。
・楽器搬出入の為、会場出入口付近に駐車させていただきます。

★活動写真
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時間 備考内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90分（うち休憩10分）プログラム　　　

3分間

開会の挨拶 進行は
先生方に
お願い
します。

60分間

楽器搬入、楽器準備、音出し等 楽器準備・
音出しは
会場にて
行います。

80分間
（休憩10
分）

1、箏演奏（30分）・・・『六段の調』『わらべ唄二題』

＊上記を含め、2.3曲予定。事前打ち合わせ時に曲目決定。

2、楽器の構造、奏法、楽譜の見方、歴史の紹介（10分）

休憩（10分）

3、箏の体験（30分）・・・『さくらさくら』等を練習

30分間

楽器の後片付け、楽器搬出

7分間

感想発表

閉会の挨拶
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Ｎｏ．7

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

R4年1月 大坪小学校（伊万
里市

R4年1月 武雄小学校（武雄
市

R3年1月 白石小学校（白石
町）

R3年1月 鹿島小学校（鹿島
市）

R3年1月 浜小学校（鹿島
市）

R3年1月 佐賀大学教育学部付
属小学校（佐賀市

イベント名、内容

和楽器の魅力～箏・尺八の演奏＆体験

和楽器の魅力～箏・尺八の演奏＆体験

和楽器の魅力～箏・尺八の演奏＆体験

和楽器の魅力～箏・尺八の演奏＆体験

和楽器の魅力～箏・尺八の演奏＆体験

佐賀県邦楽協会

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分

 指定なし

和楽器の魅力～箏・尺八の演奏＆体験

和楽器の魅力～箏・尺八の演奏＆体験
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（開催地域を考慮して所属会員より3名以上を編成して派遣いたします）

＊鑑賞教材でもよく取り上げられる宮城道雄作曲「春の海」を身近で聴ける。　＊さくらを聴き、また一部体験
できる　＊箏の楽器に触れることで、その魅力、楽しさを体験できる。（人数により全員の体験が難しい場合が
あります）

提案プログラム

★プログラム名

和楽器の魅力～箏・尺八の演奏＆体験

★団体名

佐賀県邦楽協会

★団体のプロフィール

佐賀県内で永年、和楽器の普及、教授、公演活動をしています。過去には邦楽分野で佐賀県代表として国民文化
祭への参加等もあります。
会員の多くは生涯にわたり日本の文化に接し多くの活動に参加しています。
現在、邦楽聖楽会、県三曲協会、雛菊会の3団体を中心により構成されています。
地域に隣接した演奏者、指導者を編成いたします。

★プログラムの目的

日本の伝統楽器のなかでも人気の高い、箏及び尺八の音楽や楽器に親しむ機会を通して、音楽の楽しさ、また日
本の伝統文化への興味をもってもらうこと、まなびの意欲が生まれることの一助になることを目的としていま
す。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 ３～４名

★開催学校で準備が必要なもの

マイク1～2本（司会、説明用）　椅子5脚程度

★備考

・曲目は一部変更する場合があります。　・楽器（箏）の搬入・搬出のため会場近くに乗用車の駐停車が必要で
す。（開催中の駐車場所3台程）　・会場が２，３階や遠い場合は、搬出入のお手伝いを2名ほどお願いします。

★活動写真
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時間 備考

20分
20分
20分

2分

3分

着替え・片付け・楽器搬出

30分間

終わりのあいさつ

＊曲目の希望がある場合は可能な範囲で事前に調整します。

（パプリカ等ポピュラーな曲ご希望の場合、事前に連絡をください

（曲目により対応可能な演奏者を調整いたします）

＊体験中心の場合は演奏曲を減らし体験時間を長くします。

45分間

演奏者・講師の紹介

１．春の海（宮城道雄作曲）の鑑賞

　箏の楽器紹介

２．六段の調べ（箏の最も古い代表曲の一つ）
３．箏の演奏体験
（＊鑑賞メインの公演の場合は代表の児童数名にて）
（＊体験メインの場合はグループに分かれて、さくら
さくらの冒頭部分が弾けるように体験します）
４．さくらさくらによる変奏曲

５．つくしの旅（九州民謡の組曲）

　　またはパプリカなどのポピュラーソング

60分間
搬入

楽器セット

着替え、待機

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         45分プログラム

内容

-23-



Ｎｏ．8

開催対象

時　　間

対象人数

備　考

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

令和4年3月 武雄市武内町円楽
寺

令和4年3月 武雄市若木町秀岩
寺

令和4年2月 武雄市文化会館大
ホール

令和4年2月 嬉野リバティホー
ル

令和3年12月
ハウステンボス内
ホテルニューヨー
ク

令和3年10月 武雄北中学校

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

令和4年4月 滋賀県
多賀大社

令和4年5月 東京プリンスホテ
ル　鳳凰の間

令和4年5月 福富ゆうあい館

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

http://www.mochizukimizho.com 
https://youtube.com/channel/UCuY7G94aczy8Ve3W4qua-rA

イベント名、内容

「オハコフェス　 五感を満たす癒しの体験 」(250名) イベント企画・主催、
演奏

「クスの会」(60名) 独奏、箏やバレエとの共演

LiveS Beyond 「佐賀西地区芸能の世界」(無観客収録)横笛と歌の演奏

「SAGA SEA 2021-2022」(150名) オープニングアクト　サウンドアーティスト糸
山氏との共演による演奏

和の音響く　横笛コンサート

望月　美都輔(モチヅキ　ミズホ）

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分、６０分、９０分

 指定なし

コンサートのみで行う場合やワークショップと抱合せで行う場合などは人数、
時間は応相談。音響機材が無い場合も対応致しますのでご相談ください。

イベント名、内容

「日本文化再興プロジェクト」奉納演奏

「WiN-Japan国際会議　正式晩餐会」ゲスト演奏

「横笛ワークショップ」講義、楽器演奏体験

「武雄ロータリークラブ　クリスマスディナー」(50名) 横笛と歌の演奏

「文化発表会」ゲストコンサート(150名) 演奏
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望月美都輔

提案プログラム

★プログラム名

和の音響く　横笛コンサート

★団体名

★備考

★団体のプロフィール

横笛奏者・望月流笛方 望月美都輔(もちづきみずほ) 千葉県出身。東京藝術大学音楽学部 邦楽科卒業。同大学院修
士課程 音楽研究科修了。
 13歳で望月美沙輔師より横笛の手ほどきを受け、大学在学時より国内外で演奏活動を行う。 国立劇場、明治座、
御園座をはじめとする古典芸能の舞台に出演する一方で、「歌う笛吹き」として、歌唱と横笛演奏を組み合わせた
独自のパフォーマンスや、演劇、映画音楽への参加などにも積極的に取り組み、様々な形で横笛の音色を届けてい
る。
 主な共演者に、名取裕子、寺島しのぶ、阿部サダヲ、岡田将生、松本幸四郎、水谷八重子、波乃久里子他。 参
加・出演作品にNHK木曜時代劇「塚原卜伝」「吉原裏同心」、新作歌舞伎「ナウシカ歌舞伎」、「葬儀屋松子の事件
簿３」など。

★プログラムの目的

「古き良きこそ、新しい」をモットーに、現代ではなかなか聴かれる機会の少なくなった伝統音楽や和楽器の音色
を、新鮮な気持ちで楽しんでもらうことを目的とする。子どもたちにも共感を得られるような楽曲や内容を心が
け、伝統文化が現代にも通じているという事を実感してもらう事が狙い。

★プログラムのポイント

自分自身が子どもの時に伝統音楽に魅了され、演奏家を志したという経験や、ボーカリストとしての活動経験を活
かし、今までにない「歌う笛吹き」として斬新なコンサートを行う。
また東京藝術大学在学中より現場経験で培った和の感性や古典芸能の特質を取り入れ、ニーズに合わせた多種多様
なコンサートを構成する。

★１教室あたりの講師人数 1名

★開催学校で準備が必要なもの

音響機材(マイク、スピーカー、オーディオ等)※こちらでご用意する事も出来ます。

コンサートの内容(横笛のみ、歌あり、また楽曲のジャンルやワークショップのあるなしなど)にご希望がある場合
は柔軟に対応致します、お問合せください。可能であれば音出し可能な控室をご準備ください。

★活動写真
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時間 備考

30分間 打合せ・段取り確認等

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内容

30分間 機材持ち込みの場合　計90分(セッティング)・サウンドチェック・リハーサル

2. (横笛独奏曲) 竹の唄

30 60
分間

曲目等はモデルのため、内容は変動
する事がございます。

コンサート　プログラム①〈30分モデル〉

1. (季節の唱歌) さくら

2. (横笛独奏曲) 竹の唄

短い楽器紹介等

3. (J-pop 又はアニメソング等) 残響散歌

4. (J-pop 又はアニメソング等) 紅蓮華

5. (J-pop 又はアニメソング等) 裸の心

6. (横笛独奏曲) 月下輝壮

7.  (J-pop 又はアニメソング等) 花は咲く

コンサート　プログラム②〈60分モデル〉

1. (季節の唱歌) さくら

30分間 片付け・撤収

楽器紹介・古典的な奏法、伝統芸能の紹介

3. (J-pop 又はアニメソング等) 残響散歌

4. (J-pop 又はアニメソング等) 紅蓮華

5. (J-pop 又はアニメソング等) 裸の心

6. (横笛独奏曲) 月下輝壮

7.  (J-pop 又はアニメソング等) 花は咲く

10分間 質疑応答
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Ｎｏ．9

開催対象

時　　間

対象人数

備　考

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

令和4年3月 武雄市武内町円楽
寺

令和4年3月 武雄市若木町秀岩
寺

令和4年2月 武雄市文化会館大
ホール

令和4年2月 嬉野リバティホー
ル

令和3年12月
ハウステンボス内
ホテルニューヨー
ク

令和3年10月 武雄北中学校

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

令和4年4月 滋賀県　　　多賀
大社

令和4年5月 東京プリンスホテ
ル　鳳凰の間

令和4年5月 福富ゆうあい館

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

http://www.mochizukimizho.com 
https://youtube.com/channel/UCuY7G94aczy8Ve3W4qua-rA

「SAGA SEA 2021-2022」(150名) オープニングアクト　サウンドアーティスト糸山氏との共演による演奏

ワークショップとコンサート抱合せで行う場合などは人数、時間は応相談。
音響機材が無い場合も対応致しますのでご相談ください。

イベント名、内容

「オハコフェス　 五感を満たす癒しの体験 」(250名) イベント企画・主催、演奏

「クスの会」(60名) 独奏、箏やバレエとの共演

LiveS Beyond 「佐賀西地区芸能の世界」(無観客収録)横笛と歌の演奏

和に触れてみよう！
横笛体験ワークショップ

望月　美都輔(モチヅキ　ミズホ）

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分、６０分、９０分

 指定なし

イベント名、内容

「日本文化再興プロジェクト」奉納演奏

「WiN-Japan国際会議　正式晩餐会」ゲスト演奏

「横笛ワークショップ」講義、楽器演奏体験

「武雄ロータリークラブ　クリスマスディナー」(50名) 横笛と歌の演奏

「文化発表会」ゲストコンサート(150名) 演奏
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在学中より、老若男女様々な方を対象としたワークショップに講師として参加してきた経験を活かし、より分かりやすい言葉で和楽器への取っ付きにくさを解消す
る。また、ワークショップを通じて、「礼」を重んじる日本人の感性を磨くよう働きかける。

提案プログラム

★プログラム名

和に触れてみよう！　横笛体験ワークショップ

★団体名

望月美都輔

★団体のプロフィール

横笛奏者・望月流笛方 望月美都輔(もちづきみずほ) 千葉県出身。東京藝術大学音楽学部 邦楽科卒業。同大学院修士課程 音楽研究科修了。  13歳で望月美沙輔師よ
り横笛の手ほどきを受け、大学在学時より国内外で演奏活動を行う。 国立劇場、明治座、御園座をはじめとする古典芸能の舞台に出演する一方で、「歌う笛吹き」と
して、歌唱と横笛演奏を組み合わせた独自のパフォーマンスや、演劇、映画音楽への参加などにも積極的に取り組み、様々な形で横笛の音色を届けている。

 主な共演者に、名取裕子、寺島しのぶ、阿部サダヲ、岡田将生、松本幸四郎、水谷八重子、波乃久里子他。 参加・出演作品にNHK木曜時代劇「塚原卜伝」「吉原裏同
心」、新作歌舞伎「ナウシカ歌舞伎」、「葬儀屋松子の事件簿３」など。

★プログラムの目的

「古き良きこそ、新しい」をモットーに、日本の伝統的な横笛に実際に触れ、リコーダーなどの身近な楽器とどう違うのか、どんな吹き方をするのかなど、体験を通
して学んでいく。「伝統文化=古い」のイメージを捨て、子どもたちにとって新鮮に感じられる文化として親しみを持ってもらう。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 1名

★開催学校で準備が必要なもの

ホワイトボード又は黒板。アルコールティッシュなど。

★備考

開催時間により、ミニコンサートの抱合せで開催する事も可能です。

★活動写真
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時間 備考

10分間 質疑応答

30分間 片付け・撤収

60分間 準備・打合せ・段取り確認等

90分間

みんなで吹いてみよう！

「さくら」

「たこたこあがれ」「ほたるこい」

吹き方・音の出し方・実演等

構え方・姿勢

楽器の扱い方

挨拶・自己紹介

内容

プログラムスケジュール
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Ｎｏ．10 

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

4年　3月 長崎県大村市

4年　1月 神埼市はんぎー
ホール

3年 12月 直方市

3年　12月 阿蘇市

3年　12月 佐賀市文化会館

3年　12月 浪漫座

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

4年　4月 筑後市

4年　5月 筑後市

4年　6月 鹿島市

イベント名、内容

サックスお花見 コンサート

古島小学校 打楽器 コンサート

鹿島市 小学校 津軽三味線とパーカッションのコラボコンサート

子どものためのくるみ割り人形アウトリーチ (関家 真一郎)

錦戸 りえ子 フルート コンサート (関家 真一郎)

津軽三味線とパーカッションのコラボコンサート

関家 真一郎 アンサンブルグループ

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分

 指定なし

イベント名、内容

長崎OMURA室内合奏団 コンサート (関家 真一郎)

サガ ミュージックフェア (関家 真一郎・高橋 浩寿)

オーケストラ エクラタン コンサート (関家 真一郎)

山口 修 クラシックギター コンサート (関家 真一郎)
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◎日本の伝統音楽と西洋音楽を、津軽三味線とマリンバの演奏で聞き比べてもらい、違いや共通点を感じてもらう。
◎津軽三味線とマリンバの体験コーナーでは、楽器に触れ、演奏することで音楽や表現の楽しさを感じてもらう。

提案プログラム

★プログラム名

津軽三味線とパーカッションのコラボコンサート
★団体名

関家 真一郎 アンサンブルグループ

★団体のプロフィール

『芸術も地産地消』
地元佐賀を拠点として数々の受賞歴を持ち、九州各地で活躍する津軽三味線奏者の高橋 浩寿と、フリーの打楽器奏
者として、九州交響楽団や劇団四季ミュージカル『ライオンキング』のライブ打楽器奏者として出演した関家 真一
郎。 和楽器と西洋音楽のパーカッションの異色のコラボコンサート。演奏曲目も『津軽じょんがら節』、パーカッ
ションが活躍する『情熱大陸』や、クラシックの名曲『剣の舞』等、幅広いジャンルから選曲しました。　津軽三味
線とマリンバの演奏体験コーナーもあり、日頃触れる機会のない楽器を身近に感じられると好評です。アウトリーチ
事業やイベントコンサート等、多方面で活躍しています。

邦楽が音楽の授業に取り入れられて久しいですが、身近に感じる機会はまだまだ少ないと思います。 その邦楽を、
高橋 浩寿が奏でる津軽三味線と、関家 真一郎の演奏するビートの効いたアフリカンドラムや、マリンバとのコラボ
で聞いていただき、そこから生まれてくる邦楽やクラシック曲の新しい魅力や楽しさを感じていただきたいと思いま
す。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 2名

★開催学校で準備が必要なもの

・進行用のワイヤレスマイク(コードマイク可) 1本　　・マイクスタンド 1本　 ・長机 1台　・パイプ椅子 2脚

★備考

・開催期日につきまして、出演者のスケジュールの都合により、《11月からの公演》となります。
・当日のプログラム、タイムテーブル等、詳細は事前にお知らせ致します。
・楽器搬入のため、会場ステージ付近の出入口に車を駐車させていただきます。

★活動写真
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時間 備考内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45 分プログラム

90分間

・会場到着　・ご挨拶・会場へ楽器搬入・セッティング

・リハーサル開始 ～ 終了　　・講師 待機

3分間

開会式

・学校から公演の説明　　・講師 紹介　　・所注意

40分間

・オープニング

『情熱大陸』　葉加瀬 太郎 作曲　　津軽三味線とパーカッション

『津軽三味線のソロ演奏』

・津軽三味線の紹介と演奏方法の説明

『白鳥』動物の謝肉祭より　サン・サーンス 作曲　マリンバソロ

・マリンバの紹介と演奏方法の説明

『マリンバと津軽三味線の演奏体験のコーナー』

　マリンバ ４～６名　　　　　津軽三味線 1～2名

『ボディーパーカッションでレッツゴー』

・身体を使ってリズムに挑戦　　全員参加

30分間

・楽器撤収、搬出　　・ご挨拶

(曲目は変更することがございます。予めご了承ください。)

『剣の舞』　ハチャトゥリアン 作曲　　津軽三味線とマリンバ

・アンコール　1曲の予定

2分間

閉会式

・感想　諸連絡

・児童 生徒退場
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Ｎｏ．11

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

2022年1月 九州大谷短期大学
大谷講堂

2022年1月
神埼市千代田文化
会館 はんぎー
ホール

2021年12月 佐賀市文化会館イ
ベントホール

2021年11月
市村清記念メディカ
ルコミュニティセン
ター

2021年10月 九州大谷短期大学
大谷講堂

2021年3月 佐賀市東与賀文化
ホール

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

2022年5月 サザンクス筑後大
ホール

2022年7月 牛津ルーテルこど
も園

2022年8月 九州大谷短期大学
大谷講堂

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

http://fantasic-p.jugem.jp/?cid=14

http://www.fantasic-prism.com/concert/

イベント名、内容

九州大谷短期大学表現学科演劇放送フィールド
第42期生卒業公演『A CHORUS LINE』（2回 / のべ400人）

文化庁「くるみ割り人形を創る踊る観るプロジェクト2021 」                SAGA
MUSIC FAIR   (1回/コロナ感染拡大予防のため定員は半分の252席）

文化庁「くるみ割り人形を創る踊る観るプロジェクト2021 」
こどものためのくるみ割り人形（1回/100人）

MIYAKI MARCEE＆ボヌールマルシェ～コンサート～（2回 / 定員無し）

「Let's ダンス！　Let's ミュージック！」

プリズム・ボックス

 小学校、中学校、特別支援学校

 人数は相談に応じます

 時間は相談に応じます

イベント名、内容

2022年九州高等学校郷土芸能部門競技会エキシビジョン（1回 / 1311人）

七夕コンサート (1回 / 約80人）

Alumni produce 第３回公演
ミュージカルコメディー『覗きからくり遠眼鏡』 (3回 / のべ約750人）

音楽劇「Shinran」(8回 / 約のべ1600人）

Alumni produce 第2回公演『Musical Concert おもちゃばこ』
(1回 / 約250人）
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★１教室あたりの講師人数 3名

★開催学校で準備が必要なもの

・延長コード（コンセント3つ分）・ワイヤレスマイク(コードマイク可)
・マイクスタンド

★備考

・プログラム時間や曲目、内容、進行は対象者に応じて変更可能です。
（学校等との打ち合わせの上決定します。）
・楽器搬出入のため、会場出入口付近に車を停めさせていただきます。

★活動写真

 

１．生の音楽と踊りの共演を鑑賞します。

２．オーケストラの代用ができる電子オルガンと表現の幅を広げる打楽器について学びます。

３．自分の身体を楽器にして「ボディーパーカッション」体験をします。

４．生の音楽を感じ取り、反応することを体験します。

５．生の音楽をバックに、みんなで楽しく踊ります。

 提案プログラム

★プログラム名

「Let's ダンス！　Let's ミュージック！」

★団体名

プリズム・ボックス

★団体のプロフィール

ミュージカルやバレエ等、舞台音楽の生演奏を手掛ける「プリズム・グラン・アンサンブル」メンバーの中より、2014年、久米詔子（電
子オルガン）と関家真一郎（打楽器奏者）による子供向けアウトリーチに特化したユニットを結成。2022年度より馬場眞弓（元劇団四季
ダンサー）を加えて、生の音楽で踊る体験プログラムを開始する。

★プログラムの目的

日本では学校教育の現場だけに限らず、プロのバレエやミュージカル公演でさへも録音音源を使って踊るのが主流です。その理由は予算
の問題が第一ですが、毎回同じ音楽で踊ることでミスを犯すリスクを減らすためです。そのため海外では「日本人の踊りは機械的で面白
くない！」と言われています。このプログラムでは、生の音楽を感じ取りながら、みんなで表現する楽しさを味わいます。

★プログラムのポイント
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時間 備考

60分 リハーサル楽器搬入、組み立て、会場準備、音出し等

20分 講師準備　着替え等

10分 待機

♪オープニング
　①「白鳥の湖～情景～」や「エリーゼのために」等

3分 ♪ダンスと音楽の関わりについて

♪電子オルガンの紹介
電子オルガンの「オルガン」ってどんな意味？

　②バッハ「トッカータニ短調」より

色々な音色の紹介

♪打楽器の紹介
打楽器には多くの種類があります。　

今回はラテン音楽で使う太鼓のコンガやボンゴ、アフリカン

ドラムのジャンベを紹介致します。       

♪ボディーパーカッション体験
 ・足踏みしたり膝を打ったり、自分の身体を使ってリズムに

　挑戦！

・3つのグループに分かれボディーパーカッションでリズム

　アンサンブルを体験していただきます

15分 ♪みんなで踊ろう
　生の音楽を感じ取りながら踊ります

　③「アンダー・ザ・シー」

40分間

（片付け）

内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     　　　　 45分プログラム

35分間

5分

3分

3分

6分

90分間
（準備） 楽器搬入の為,車を会場入り口に付けさせて下さい。

5分間

～開会～

進行は先生方にお願いします。挨拶

講師紹介

～閉会～

着替え、楽器搬出

5分間

質問コーナー＆感想

進行は先生方にお願いします。挨拶
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時間 備考

60分 リハーサル 楽器搬入、組み立て、会場準備、音出し等

20分 講師準備　 着替え等

10分 待機

♪オープニング
　①「白鳥の湖～情景～」や「エリーゼのために」等

3分 ♪ダンスと音楽の関わりについて

♪電子オルガンの紹介
電子オルガンの「オルガン」ってどんな意味？

　②バッハ「トッカータニ短調」より

色々な音色の紹介

♪打楽器の紹介
打楽器には多くの種類があります。　

今回はラテン音楽で使う太鼓のコンガやボンゴ、アフリカン

ドラムのジャンベを紹介致します。       

♪ボディーパーカッション体験
 ・足踏みしたり膝を打ったり、自分の身体を使ってリズムに

　挑戦！

・3つのグループに分かれボディーパーカッションでリズム

　アンサンブルを体験していただきます

20分 ♪みんなで踊ろう
　生の音楽を感じ取りながら踊ります

　③「アンダー・ザ・シー」

40分間

（片付け）

～閉会～

着替え、楽器搬出

5分間

質問コーナー＆感想

90分間
（準備）

楽器搬入の為、車を会場入り口に付
けさせて下さい。

5分間

～開会～

進行は先生方にお願いします。挨拶

講師紹介

50分間

10分

5分

5分

7分

進行は先生方にお願いします。挨拶

内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　60分プログラム
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Ｎｏ．12

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

R4年　1月 城北中学校

R3年　3月 SAGAプラザ総合体
育館

H29年12月 三田川中学校

H29年11月 三田川中学校

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

https://www.quest-saga.com/

enjoyダンス！！

Quest

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分

 指定なし

イベント名、内容

佐賀市の新体操を習っている中学生にダンス指導（100名）

佐賀バルナーズハーフタイムショー「お家で出来る簡単トレーニング」（500名）

佐賀県学校体育公開授業ダンス（100名）

佐賀県学校体育公開授業ダンス（100名）
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音楽にあわせて体を動かすことによって、リズム感や柔軟性を養い、基本的なダンスステップを習得します。集
団でのレッスンで協調性やチームワークを養い、表現力を高めます。カラダを動かす事の楽しさをダンスを通し
て伝えます。

提案プログラム

★プログラム名

enjoyダンス！！
★団体名

Quest

★団体のプロフィール

Questでは未就学児～中学生を対象に新体操とダンスを１０年以上指導しています。代表の野方美和は佐賀女子高
校新体操部を卒業しており、卒業後はダンスの本場であるロサンゼルスにダンスの短期留学をしました。この経
験を生かし、ダンスが苦手な子、運動が苦手な子にも音を楽しみながらダンスを教えることをモットーにレッス
ンに取り組んでいます。また、新体操やダンスの経験を生かしたトレーニングによるカラダ作りを行い、美しい
カラダを競うコンテストでの優勝経験があります。現在はカラダ作りのプロとしても活動をしています。ホーム
ページに詳しい実績や経歴が載っていますので【佐賀　クエスト】で検索お願いします。

★プログラムの目的

コロナ禍で運動が制限された今、ダンスを通して音を楽しみカラダいっぱい使って表現する事の楽しさやダンス
の素晴らしさを肌で感じてもらう。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 1名

★開催学校で準備が必要なもの

駐車場（１台分）、ワイヤレスマイク１台（マイクを持たずダンスをするため）、デッキ１台（音楽を流すた
め）スピーカー１台、机１脚

★備考

室内履き、タオル、飲み物、アルコール消毒、マスク着用等の新型コロナウイルス感染症対策をして頂きますよ
うお願いします。

★活動写真
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時間 備考内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     　45分プログラム

5分間

・開始前準備

2分間

・講師挨拶

40分間

1.ダンス前のウォーミングアップ

2.基本的なダンスステップ練習

3.水分補給

4.ダンスステップのコンビネーション練習

5.習ったダンスステップを使って音楽に乗ってenjoyダンス！！

6.ダンス後のクールダウン

5分間
・撤収作業

3分間
・児童・生徒の感想や質問

・終わりの挨拶
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Ｎｏ．13

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

R4年　3月 福岡

R4年　１月 熊本

R3年　12月 福岡

R3年　12月 佐賀

R3年　12月 佐賀

R3年11月 佐賀

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

R4年　4月 福岡

年 月

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

https://twitter.com/vivo_official_

イベント名、内容

VIVOたいそうステージ（2回）

日本ハンドボール選手権大会女子の部／ハーフタイムショー

福岡県特別支援学校等芸術鑑賞事業
福岡聴覚特別支援学校訪問

文化庁事業「JAPAN LIVE YELL project」
佐賀市文化会館大ホール／グランドバレエくるみ割り人形出演

運動神経が良くなるVIVOサーキットパーク

アクロバットパフォーマンスＶＩＶＯ

 小学校、中学校

 ４５分

イベント名、内容

行橋市民体育館内装改修工事竣工記念イベント／VIVO出演

神埼市教育委員会主催　神埼ドリームパーク
神埼市千代田東部小学校

日本ハンドボールリーグ佐賀大会／ハーフタイムショー
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使用する体操教材については、使用前に消毒を行います。講師は事前に検温し、健康上問題のない事を確認をした上、手指消毒をしながらマスク着用で対応
いたします。児童の手指消毒をお願いします。活動中の児童のマスク着用については学校ごとにご判断ください。体操服でのご参加、上靴とタオル、のみも
のの準備をお願いしております。（帽子の着用は不要です。スカートでの参加はできません。名札や大きな髪飾りなどは外してください。）記録用に写真を
撮影します。ＳＮＳでの写真掲載がＮＧの児童は事前にお知らせください。

★活動写真

★備考

★団体のプロフィール

ＶＩＶＯは全国１，２位を争う佐賀県立神埼清明高校男子新体操部出身メンバーを中心に構成されたスポーツエンターテインメント集団です。
（【出演経歴】ラグビーワールドカップファンゾーン福岡オープニングセレモニー、福岡県主催東京オリンピック関連イベント、女子ハンドボール世界選手
権ハーフタイムショーほか多数。）
メンバーが講師を務める体操教室は、福岡・佐賀で１４クラス開設、現在１６０名の児童が在籍しています。イベント等も含め年間のべ約３，０００人に体
操指導をする。
【日本幼児体操協会認定】【キッズコーディネーショントレーナー資格所持】のキッズトレーニングのプロフェッショナルでもあります。

★プログラムの目的

近年都市化による外あそびの機会の減少や、ゲームやインターネット流行によるこども同士の遊びの変化、少子化で過保護に育ちやすい環境等において、運
動が苦手なこども・運動嫌いなこども・けがをしやすいこどもが増加しています。運動の習得率には20年程前と比較し２～３年ほどの差があるといわれてい
ます。更にこどもたちの活動には、コロナ禍において様々な制限が加えられるようになりました。「ＶＩＶＯサーキットパーク」の目的は、【からだを動か
して遊ぶたのしみ方】を知ってもらうことです。脳とこころとからだのバランスを養う成長期のこどもたちに、たのしく学べる運動の機会を提供します。

★プログラムのポイント

ＶＩＶＯサーキットパークでは『運動神経が良くなる基本動作』を取り入れています。「立つ」「回る」「跳ぶ」「投げる」などの基本的な動作で、体力や
運動能力の向上を目指す考え方です。また、近年プロスポーツ界でも採用されている【コーディネーショントレーニング】で「考えて動く」ことを目的とし
「自分のからだを思い通りに動かすことができるようになる」脳と体のトレーニングを組み合わせています。これらを、サーキット式トレーニングとして構
成し、遊びながら楽しく体験できます。またプログラム実施前に「バク転」等のアクロバットパフォーマンス披露を行い、こどもたちのやる気・興味を引き
出します。

★１教室あたりの講師人数 ３～４名

★開催学校で準備が必要なもの

電源１口／バレーボール等の支柱

アクロバットパフォーマンスチームＶＩＶＯ

提案プログラム

★プログラム名

運動神経が良くなるVIVOサーキットパーク

★団体名
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時間 備考

1時間半

３０分 撤去・搬出

５分間 クールダウン～終りの挨拶

５分間 予備

２５分間

ＶＩＶＯサーキットパーク

５分間 準備体操

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５分プログラム

内容

搬入・設営

５分間

ごあいさつ・講師による自己紹介

アクロバット披露

01.のぼる
02.くぐる
03.はう
04.ひく
05.とぶ
06.はねる
07.あるく
08.わたる
09.ぶらさがる
10.つかむ
11.なげる
12.とる
13.もつ
14.はしる
15.つむ
16.はこぶ
17.さかだち
18.まわる（前転、後転、側転、バク転など）
19.たつ
20.おきる
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Ｎｏ．14 

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

令和3年12月 埋門ノ館

令和3年11月 佐賀市文化会館

令和3年11月 清和文楽館

令和3年11月 相知交流文化セン
ター

令和3年5月～ 入野小学校

令和3年4月 東与賀文化ホール

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

令和4年5月～ 入野小学校

令和4年10月 相知交流文化セン
ター

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

http://stage2409.com/joururi/

イベント名、内容

浄瑠璃学習

義太夫の会

浄瑠璃学習

文楽公演

邦楽プログラム

唐津人形浄瑠璃保存会

 小学校、中学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 ４５分

 指定なし

イベント名、内容

佐賀県文化芸術祭「ライブズビヨンド」参加／YouTube配信

第4回 佐賀県伝承芸術祭

第11回九州人形浄瑠璃芝居フェスティバル

義太夫の会
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　 唐津人形浄瑠璃保存会

 提案プログラム

★プログラム名

　邦楽プログラム
★団体名

★備考

★団体のプロフィール

2011年設立。我が国固有の伝統文化であり、唐津にゆかりの深い人形浄瑠璃を、子供と大人が協働して継承する活動を通じて、
唐津市及びその周辺地域における青少年の健全な成長を促すとともに、地域社会の豊かな発展を目指し日々活動しています。地
域のイベントや慰問など、地域に密着した活動を展開し、地域の皆さまにもっと身近に感じていただける会になってきていま
す。

★プログラムの目的

我が国固有の伝統文化である人形浄瑠璃等を子供と大人が協働して継承する活動を通じて、青少年の健全な成長を促すとともに
地域社会の豊かな発展を目指すものです。

★プログラムのポイント

演じる側も大人だけでなく、特に子供達が積極的に難しい浄瑠璃や人形を習得し、舞台発表をすることで協調性や達成感等、心
の成長は著しいものです。先人達が次の世代に、この伝統芸能を残してくれたことは大きな意義があり、鑑賞することだけで
も、人として生きるための感動が伝わります。

★１教室あたりの講師人数 １名

・講師とは別に人形遣いが６名行きます。

★開催学校で準備が必要なもの

会議用テーブル３台、背景画をかけるバトン又は、黒板（ボード）

・道具が沢山ありますので出入口近くに駐車場の確保をお願いします。
・詳しい内容等は学校と打ち合わせをさせてください。

★活動写真
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時間 備考

会場到着

あいさつ

上 演

終了後

10分間

・演目紹介
・浄瑠璃の簡単なお話

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                           60 分プログラム

内容

60分間

・進行打合せ
・リハーサル
・舞台作り
・着替え

30分間

・片づけ

・着替え

60分間

○プログラム
   １．三番叟
   ２．傾城阿波鳴門 
      巡礼歌の段

上演
 開始後

30分
○人形とのふれあいタイム 他

上演
開始後
45分

○あいさつとお話
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Ｎｏ．15 

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

Ｒ４年　３月 メートプラザ佐賀

Ｒ４年　３月 神埼市はんぎー
ホール

Ｒ４年　３月 麓まちづくり推進
センター

Ｒ３年１２月 鳥栖市立旭小学校

Ｒ３年１１月 メートプラザ佐賀

Ｒ３年１０月 神埼市立千代田西
部小学校

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

Ｒ４年　８月 メートプラザ佐賀

Ｒ４年１２月 メートプラザ佐賀

Ｒ５年　４月 メートプラザ佐賀

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

https://shouryoukai.hatenablog.com

イベント名、内容

「第２２回笑菱寄席　佐賀夢咲落語会」（１５０名）
定期公演

「神埼市ふれあい大学」（１００名）
神埼市中央公民館主催成人講座

「文化講座おもしろ落語笑学校」（５０名）
鳥栖市麓まちづくり推進センター主催成人講座

「おもしろ落語笑学校」（１３０名）
落語ガイダンス、落語鑑賞、児童の小咄実演

おもしろ落語笑学校

佐賀大学落語研究会OB会「笑菱会」

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校（高等課程）

 学校の希望対応要相談 

 指定なし

イベント名、内容

「第２３回笑菱寄席　佐賀夢咲落語会」（２００名）
定期公演

「第２４回笑菱寄席　佐賀夢咲落語会」（２００名）
定期公演

「第２５回笑菱寄席　佐賀夢咲落語会」（２００名）
定期公演

「第２１回笑菱寄席　佐賀夢咲落語会」（１５０名）
定期公演

「おもしろ落語笑学校」（９０名）
落語ガイダンス、落語鑑賞、児童の小咄実演
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・都市部と異なり普段触れる機会の少ない落語のライブ公演です。
・主に古典落語を演じますので、昔の日本の風俗に触れることができます。
・落語体験（児童生徒の小咄実演）により言葉や所作で表現することの楽しさを体感できます。

★プログラム名

おもしろ落語笑学校
★団体名

佐賀大学落語研究会ＯＢ会「笑菱会」

提案プログラム

★団体のプロフィール

１９６３年創立の佐賀大学落語研究会のＯＢ会です。全国各地で落語を通じた地域活動をしている会員がいます。地元
佐賀では「落語の笑いで佐賀を元気に！」をスローガンに年３回の定期寄席を開催するとともに、学校や公民館等の依
頼による落語会を佐賀県及び福岡県在住の会員を中心に実施しています。

★プログラムの目的

伝統芸能であると同時に大衆芸能として現在も大衆に愛されている「落語」について、その歴史や決まり事を児童生徒
に紹介するとともに、メディアを通してでない生の落語を鑑賞することで、落語の魅力に触れてもらいます。また、児
童生徒に小咄を実演させることで、日本語の特性や人前で表現することを体感してもらいます。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 ３～５名

★開催学校で準備が必要なもの

①高座用の台（机等代用可）②出囃子用のＣＤプレイヤー③マイク及びスタンド２組④電源用ドラム１個⑤落語体験の
際の児童生徒用座布団５～６枚⑥演者の着替え場所

★備考

・学校の希望により内容変更が可能です。学校との打合せのうえ決定します。
・笑菱会持参の用具類搬入のため、会場出入口付近に駐車スペースを確保願います。

★活動写真
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時間 備考

４０分 会場準備（用具搬入・高座設営・音響確認　等）

１５分 講師準備（着替え）

５分 待機

学校で開会

当会で進行

１０分 ①落語入門（落語の基本事項を説明します。）

１５分 ②落語実演（演目は演者や対象学年等により変わります。）

１５分 ③落語実演

（１０分間） 休憩なしも可

１５分 ④落語実演

⑤落語の所作と小咄実演のコツ

・扇子・手拭いを使った落語独特の所作の説明をします。

・児童生徒が実演する際に注意すべき点をアドバイスします。

⑥落語体験

・事前配布資料から児童生徒が選択した小咄をステージで発表させます。

当会で進行

学校で閉会

内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　９０分プログラム

６０分間
（準備）

資料は事前配布し児童生徒への小咄練習の指導をお
願いします。

５分間

～開会～

挨拶・講師紹介

４０分間

（休憩）

４０分間

１０分

１５分 ・５名程度ずつステージに上がり順番に実演するのを複数回繰り
返しますので、１５名程度は発表できます。

５分間

質疑応答・感想発表

挨拶

～閉会～

３０分間
（片付
け）

着替え・用具搬出
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Ｎｏ．16 

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

令和1年1 0月 小城市三日月
小学校

令和1年10月 太良町立
多良中学校

令和1年6月 多久市高齢者大学

令和2年度

「なぜ？なに！徐福さんものしり講座」

特定非営利活動法人　佐賀県徐福観光振興会

 小学校、中学校

 ４５分

イベント名、内容

「なぜ?なに!徐福さんものしり講座」1回、5年生131名

「なせ?なに!徐福さんものしり講座」1回、全校生141名

「なぜ?なに!徐福さんものしり講座」1回、60名

以後、新型コロナウイルスの蔓延により「密」をさけるために休演しております
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提案プログラム

今から2200年前、徐福は中国・秦の始皇帝の命により不老不死の仙薬を求めて、三千人の童男童女・五穀の種を携えて日本に佐賀にやって来たといわ
れています。伝説は佐賀県各地に息づいており、広大な佐賀平野に「米」や穀物の種をはじめ農業を伝えたともいわれています。弥生時代に形成され
た吉野ケ里遺跡との関わりなど縄文時代後半から弥生時代にかけて、ふるさと佐賀に伝わる古代の歴史を楽しく分かり易く紹介します。

★プログラム名

「なぜ?なに!徐福さんものしり講座」
★団体名

特定非営利活動法人佐賀県徐福観光振興会

★団体のプロフィール

2016年設立、徐福文化の歴史的な伝承の検証と学習事業、徐福ゆかりの地、観光拠点の活動と催事を行っています。佐賀には徐福伝説ゆかりの地が30
数か所点在しています。2016年から2019年までは、徐福さん一座で「寸劇」「徐福ものしり講座」を開催していましたが、2020年からは、中国、韓
国、佐賀の「徐福ゆかりの地」を豊富な映像資料をもとにプロゼクターと分かり易い解説で、楽しい「徐福ものしり講座」を実施、好評を頂いており
ます。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 １名

★開催学校で準備が必要なもの

音源、マイク(説明用)、スピーカー 長机2台(プロジェクター、パソコン用)、椅子3脚

★備考

★活動写真
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時間 備考

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45分プログラム　　　　　　　　　　　

30分 機材搬入-設置、スクリーン、 プロジェクター
20分 映像、音出し待機
10分

    開会,ご挨拶

　

 

45分間

60分間

　3分間

「なぜ?なに!徐福ものしり講座」映像、解説による紹介

今から2200年前、徐福は中国からなぜ日本(佐賀)にやって来たのか?ユーモアを交え
て楽しく紹介します。

中国の正史「司馬遷の史記」の説明、徐福の船出(絵図・写真) 徐福の故郷「連雲港市

(佐賀市諸富徐福公園)

など、紹介します。

質疑応答

30分間

機材撤収・あと片付け
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Ｎｏ．17 

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

令和3年　6月～ 佐賀星生学園

令和3年　8月～
佐賀市文化会館　長崎
大学・福岡国際医療福
祉大学

令和3年　7月～ 神埼市内各小学校
にて開催

令和3年　8月～ 佐賀市文化会館に
て開催

令和3年　９月～ 佐賀県内各学校にて開催

令和4年　3月～ 旧松川屋旅館

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

https://www.facebook.com/gekidantontoko/ 
http://www.stagestage.com/tontoko/tp/    

◎はじめてのまなび体験事業（佐賀県まなび課）2会場開催◎『ハッピー☆フューチャー：～
ショート劇＆子育てトーク～』（令和３年度佐賀市市民活動応援事業「チカラット」補助対象
事業）３会場開催

『松川屋de大道芸』佐賀新聞記事→
https://news.yahoo.co.jp/articles/b35554e9a1d1ccf9844df010cd35db88a771e0a8

劇団とんとこパピィの演劇プログラム

劇団とんとこパピィ/とんとこ一座

 小学校、特別支援学校

 ４５分、９０分

 指定なし

イベント名、内容
◎演劇指導・脚本提供　※公演2回 ◎高校生と作るラジオドラマ制作（一社)北部九州河川利用
協会の令和3年度河川利用推進事業　☆佐賀新聞記事https://www.saga-s.co.jp/articles/-
/808575

◎夏休みわくわく大道芸ワークショップ（佐賀市文化振興財団主催）◇模擬患者派遣活動☆佐賀新聞記事→
https://news.yahoo.co.jp/articles/e39251e0439f0ed08b0e1ac8f5499e2f36e621bc

 神埼市ドリームパーク事業　　6会場開催

夏休みわくわく大道芸ワークショップ（佐賀市文化振興財団主催）ワークショップの様子→
https://www.facebook.com/watch/?v=637936053766411
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目の前で役者が演じるステージを体感することにより、演劇の魅力や、映像では感じることが出来ない楽しさや、驚き、暖
かさを伝えたい。

 提案プログラム

★プログラム名

劇団とんとこパピィの演劇プログラム

★団体名

劇団とんとこパピィ/とんとこ一座

★団体のプロフィール

2007年創立。九州各地において、演劇・パフォーマンス活動を行っている有志によって結成されたグループ。「臨場感あふ
れる生の舞台を沢山の人達へ！」をモットーに、九州各地の保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校等での演劇上演活動並
び「とんとこ一座」として大道芸パフォーマンスや演劇のプロデュースまで幅広い表現活動を行っている

★プログラムの目的

臨場感溢れる生のパフォーマンス体験を通じて、表現する事の楽しさや素晴らしさを感じてもらいたい。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 ３名

★開催学校で準備が必要なもの

◎駐車場（1台分）：機材搬入作業の為できるだけ会場の近くを希望◎チャイム：公演中鳴らない様操作を　◎控室（会場
内の倉庫等でも可）

★備考

※演目は「注文の多い料理店（作/宮沢賢治）」or「歴史寸劇：不老不死を求めて」を予定
　※ご要望や不明な点など、お気軽にご相談ください

★活動写真
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時間 備考

120分

5分 進行は先生方にお願いします

（作品紹介）不要。前説明にて行います。

◇35分

5分

90分　90分
(撤収)

撤収作業

　　5分

◎閉会    
挨拶

　
    35分

◎前説明（注意事項・作品紹介）→上演   
※上演中はチャイムが鳴らないよう操作をお願いします
※45分以上開催時は休憩をはさみ「演劇教室」を行ないます

150分（準
備）

◎会場準備    
会場到着→打ち合わせ→音響機材、舞台セット設営→    
音響チェック→役者衣装着替え・メイク等準備→上演まで待機    

　　5分 ◎開演    
挨拶・劇団（とんとこパピィ）紹介    

内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５分プログラム
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Ｎｏ．18 

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

令和3年　6月～ 佐賀星生学園

令和3年　8月～ 長崎大学・福岡国際医
療福祉大学

令和3年　7月～ 神埼市内各小学校
にて開催

令和3年　8月～ 佐賀市文化会館に
て開催

令和3年　９月～ 佐賀県内各学校にて開催

令和4年　3月～ 旧松川屋旅館

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

https://www.facebook.com/gekidantontoko/ 
http://www.stagestage.com/tontoko/tp/    

◎はじめてのまなび体験事業（佐賀県まなび課）2会場開催◎『ハッピー☆フュー
チャー：～ショート劇＆子育てトーク～』（令和３年度佐賀市市民活動応援事業「チ
カラット」補助対象事業）３会場開催

『松川屋de大道芸』佐賀新聞記事→
https://news.yahoo.co.jp/articles/b35554e9a1d1ccf9844df010cd35db88a771e0a8

劇団とんとこパピィの大道芸プログラム

劇団とんとこパピィ/とんとこ一座

 小学校、特別支援学校

 ４５分、９０分

 指定なし

イベント名、内容
◎演劇指導・脚本提供　※公演2回 ◎高校生と作るラジオドラマ制作（一社)北部九
州河川利用協会の令和3年度河川利用推進事業　☆佐賀新聞記事https://www.saga-
s.co.jp/articles/-/808575

◎模擬患者派遣活動☆佐賀新聞記事→
https://news.yahoo.co.jp/articles/e39251e0439f0ed08b0e1ac8f5499e2f36e621bc

 神埼市ドリームパーク事業　　6会場開催

夏休みわくわく大道芸ワークショップ（佐賀市文化振興財団主催）ワークショップの
様子→　https://www.facebook.com/watch/?v=637936053766411
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演者と観客が一体となり進行する愉快なパフォーマンスで、大道芸の持つ筋書きのない面白さを直に体感できるプログラム。

 提案プログラム

★プログラム名

とんとこ一座の大道芸プログラム
★団体名

劇団とんとこパピィ/とんとこ一座

★団体のプロフィール

2007年創立。九州各地において、演劇・パフォーマンス活動を行っている有志によって結成されたグループ。「臨場感あふれる生の舞台を沢
山の人達へ！」をモットーに、九州各地の保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校等での演劇上演活動並び「とんとこ一座」として大道芸パ
フォーマンスや演劇のプロデュースまで幅広い表現活動を行っている

★プログラムの目的

臨場感溢れる生のパフォーマンス体験を通じて、表現する事の楽しさや素晴らしさを感じてもらいたい。

★プログラムのポイント

★１教室あたりの講師人数 2名

★開催学校で準備が必要なもの

◎駐車場（1台分）：機材搬入作業の為できるだけ会場の近くを希望　◎チャイム：公演中鳴らない様操作を
◎控室（会場内の倉庫等でも可）

★備考

※ご要望や不明な点など、お気軽にご相談ください

★活動写真
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時間 備考

120分

5分 進行は先生方にお願いします

5分

60分
　60分
(撤収)

撤収作業

　　5分

◎閉会    
挨拶

　35分
～80分

◎上演   

（獅子舞・傘回し・皿回し・南京玉すだれ・曲独楽・バルーン・バランス芸体験等）

※昔懐かしい大道芸が中心です。上演中は観客の皆様と触れ合いながら進行します。    

※上演中はチャイムが鳴らないよう操作をお願いします

　90分
（準備）

◎会場準備    
会場到着→打ち合わせ→音響チェック→衣装着替え→上演まで待機    

　　5分 ◎開演    
挨拶（とんとこ一座）紹介    

内容

プログラムスケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              　45～90分プログラム
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Ｎｏ．19

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

2021年12月 黒川小学校

2021年11月 朝日小学校

2021年11月 山内町農村改善セ
ンター

2021年11月 江北小学校

2021年10月 相知小学校

2021年7月 山内東小学校

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

2022年7月 秋田市

2022年10月 長崎市

2023年1月 福岡市

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

https://ehon-lib.net

イベント名、内容

音楽と絵本の世界

音楽と絵本の世界

うちどくタウンミーティングin武雄、音楽と絵本の世界

音楽と絵本の世界

音楽と絵本の世界

音楽と絵本の読み語りグループ　ＳＯＲＡ

 小学校、中学校

 ６０分程度

 指定なし

イベント名、内容

音楽と絵本でつながるミーティングin秋田

音楽と絵本の世界in長崎

音楽と絵本の世界in福岡

音楽と絵本の世界

音楽と絵本の世界
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音楽と絵本の読み語りグループ　ＳＯＲＡ

 提案プログラム

★プログラム名

音楽と絵本の世界

★団体名

★備考

★団体のプロフィール

結成８年目です。音楽と絵本のコラボを多くの方に楽しんでいただこうと全国で活動しています。

★プログラムの目的

絵本の読み聞かせにＢＧＭやオリジナルソングをプラスすることによって、絵本の世界がより一層広がることを感じていただくとと
もに、絵本のよさ、音楽（歌）のよさも感じていただく。

★プログラムのポイント

ＢＧＭ付きの絵本の読み聞かせや絵本と同じテーマのオリジナルソングを聞く。
また、児童生徒の代表者に絵本を読んでもらい音楽と絵本の世界を体験してもらう。

★１教室あたりの講師人数 3名

★開催学校で準備が必要なもの

ワイヤレスマイク２～３本、長机１、いす１、スクリーン、プロジェクター、コードリール

★活動写真
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時間 備考

プログラムスケジュール
内容

６０分間 準備

１５分間 待機

６０分間

オープニング「キラリ大作戦（オリジナルソング①）」

絵本の読み聞かせ①+オリジナルソング②【テーマ選択】

＊講師の読み聞かせや歌を聞いて、絵本と音楽のコラボのよさを感じる。

絵本の読み聞かせ②【代表児童生徒】

＊代表児童生徒が、ＢＧＭ付きの読み聞かせを体験する。

絵本の読み聞かせ③+オリジナルソング③【テーマ選択】

＊講師の読み聞かせや歌を聞いて、絵本と音楽のコラボのよさを感じる。

エンディング「ことばの力（オリジナルソング④）」

３０分間 後片付け
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Ｎｏ．20 

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

令和３年7月
佐賀市中央児童
センター

令和３年3月

令和３年２月 東与賀中学校

令和２年11月
佐賀新聞
ギャラリー

令和元年12月 佐賀県警察学校

令和元年9月 小川小中学校

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

令和４年３月
佐賀県立美術館
   2階

年 月

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

https://ameblo.jp/sagamanga

イベント名、内容

”家族の似顔絵”をかこう（８人）

”似顔絵入門講座”（家族の写真から）（8人）

”家族の似顔絵”（家族の写真から）（87人）

第17回Qman展（九州漫画の会略）展

友だち（家族）の”似顔絵”を色紙に描いて
メッセージを添えて贈ろう

九州漫画の会

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

 特になし

 指定なし

イベント名、内容

第18回Qman展（九州漫画の会略）昨年はコロナ禍で中止

第26回似顔絵操作あかん実技講習会（40人）

”似顔絵入門講座”（家族の写真から）（7人）
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画材（彩色）用具は各人で準備の色鉛筆等（水彩絵の具で彩色も可）を使う（時間内に終わらせるため）。
色紙は講師で準備する。

★備考

★活動写真

★開催学校で準備が必要なもの

ホワイトボード（移動式）、ホワイトボードマーカー（大、赤・黒）、マイク、長机、椅子

★プログラムの目的

家族（祖父母、父、母、兄弟姉妹）の“似顔絵”を色紙に描き、メッセージを添えることにより、日頃の感謝の気持ちを伝える。
“描いて楽しい”、“もらって楽しい”、“飾って楽しい”、また、絵の基本学習にもなる。

 提案プログラム

★団体のプロフィール

平成16年に九州各県の九州漫画家協会会員の減少により、佐賀漫画集団に吸収合併。
名称を“九州漫画の会”と改め、初代会長に宗俊朗氏が就任。
以降毎年11月に“九州漫画の会（Q漫）展”を佐賀新聞ギャラリーで開催している。

★プログラム名

友だち（家族）の似顔絵を色紙に描いてメッセージを添えて贈ろう

九州漫画の会

★団体名

★１教室あたりの講師人数 1名

★プログラムのポイント

顔の輪郭、部位（髪型、目、鼻、口、耳）の年齢による位置の違いなどを習得させ、彩色（色鉛筆等）の手順などを体験させる。
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時間 備考

進行は学校

進行は学校

・顔の輪郭⇒髪の形⇒目の位置⇒鼻の位置⇒口の位置⇒耳の位置
を確認する。

・黒板に展示し、コメントする。

５.描いた人への感謝のメッセージを書こう（10分）

10分

内容

プログラムスケジュール

※画材などは各自準備
準備

75分

・児童・生徒・受講者もそれに合わせて一緒に描いてみる。

・線描き⇒色塗り

・机間指導（特徴が出ているかのアドバイスと形の取り方）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          90分プログラム

・モデルの写真から似顔絵を描いて見せる。

２.デモンストレーション（10分）

１.宗氏の紹介

・お礼

・児童・生徒の感想や質問

5分

・コツを紹介しながら、描く手順を示し、実際に描く。

３.似顔絵を描くコツと手順のレッスン（15分）

４.写真を見て描いてみよう（30分）

６.発表しあう（15分）

６.まとめ
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Ｎｏ．21 

開催対象

時　　間

対象人数

活動状況

◎活動実績

開催時期 開催場所

令和4年2月

令和３年12月
佐賀市中央児童セ
ンター

令和３年11月

令和３年７月

令和３年2月 若楠小学校

令和３年２月 嬉野市轟小学校

◎実施予定のイベント

開催時期 開催場所

令和４年10月
佐賀新聞ギャラ
リー

年 月

◎団体のＨＰ、ＳＮＳ等

https://ameblo.jp/sagamanga

イベント名、内容

”絵手紙入門講座”（15人）

”年賀状をかこう”（8人）

”絵手紙入門講座”（17人）

”絵手紙入門講座”（15人）

"感謝の絵手紙”を色紙に書こう

絵手紙「星の会」

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

 90分、特に指定なし

 指定なし

イベント名、内容

感謝の絵手紙を色紙にかこう（6年生61人）

感謝の絵手紙を色紙にかこう（23人）

-64-



★活動写真

★開催学校で準備が必要なもの

画材用具、書道用の小筆、墨液、ホワイトボード、ホワイトボードマーカー（赤・黒）、マイク、長机、椅子

★プログラムの目的

児童、生徒、保護者に絵手紙を通して、その機会を提供することにより、絵に親しみ、日常生活の中で気軽にコミュニ
ケーションができる文化の発信として期待できる。

提案プログラム

★団体のプロフィール

平成12年に教職を退いた後、それまでの美術教師としての経験を生かし、社会との接点を“絵手紙”を通して活動を始め
た。
会員が50名を超えた時点で「星の会」と名称を決め、年に一度の全員の発表の場として「星の会」展を開催している（佐
賀新聞ギャラリー）。

★プログラム名

“感謝の絵手紙”を色紙にかこう

絵手紙「星の会」

★団体名

★１教室あたりの講師人数 1名

★プログラムのポイント

“ヘタでいい、ヘタがいい”と言われるように基本的な技法を会得さえできれば、誰でも取り組むことができる。
絵と文字の組み合わせなので、相手へのメッセージをどう表現するかで頭の体操にもなる。
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時間 備考

進行は学校

進行は学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　90分プログラム

・絵手紙の入ったパネルを見せ、生活の中での活用を理解させる。

２.デモンストレーション（10分）

１.宗氏の紹介

・お礼

・児童・生徒の感想や質問

10分

・色紙や毛筆の小筆の持ち方、線を引くコツを説明しながら描く手順を
示し、実際に各意欲を持たせる。

３.絵手紙を描くコツと手順の説明（15分）

４.下図または実物を見て描いてみよう（30分）

５.発表しあう（15分）

10分

内容

プログラムスケジュール

※画材などは各自準備

※絵手紙資料は児童・生徒分は宗
氏で準備

70分

・児童・生徒は、あらかじめ下図を書いてきているので、それを見なが
ら、または実物を見ながらゆっくり描かせる。

・“感謝”の文字を入れて彩色する。

・机間指導（特徴が出ているかのアドバイスと形の取り方）

・線描きはぶっつけ本番

・黒板に展示し、コメントする。

６.まとめ
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