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⑫

実施までのスケジュール

都指定無形文化財を体験してみよう！
江戸時代には、人形をつかった芸能が人気を集め、
各地で興行が盛んになりました。江戸で独自に生まれた人形座も複数あり、
それぞれ人形を動かす仕掛けに工夫が凝らされています。

お申込み ………………

体験内容

国立・都立・私立・外国人学校等の学校は事業公式ウェブサイトよりお申込みいただけます。

⑫⑬

江戸時代 には︑
町人文化 が花開 き︑
独自 の芸能 が
生 ま れ︑
工芸 の技 が磨 かれ ました︒現在 に も受 け
継 がれている伝統 が︑
東京都 にはたく さんあります︒

東京都 の芸能・工芸

（糸あやつり・八王子車人形 のいずれかひとつ）について、

※詳細は、応募の手引きをご確認ください。

講師（プロの実演家）による解説と実演鑑賞、

実施校の決定 ………

3 〜 4 月頃
各学校からの申込をもとに、実施校や実施ジャンルを決定し、お知らせします。

協力予定団体：公益財団法人江戸糸あやつり人形結城座、八王子車人形西川古柳座

※応募多数の場合は、過去の実施実績等を考慮の上、実施校を選定します。

実施日の決定 …………

4 〜 7 月頃
事務局より実施校へご連絡し、希望日程の中から実施日を決定します。

実施校ヒアリング ……

実施 1 〜 2 カ月前
事務局が各学校の希望内容を考慮し、プログラム内容を調整します。

令和 3 年度実施数（予定）
謡・仕舞（能楽）7 校／狂言（能楽）7 校／落語（演芸）10 校／紙切り（演芸）4 校／和妻（演芸）2 校／
日本舞踊 3 校／歌舞伎音楽 4 校／雅楽 6 校／箏 5 校／三味線 2 校／琵琶 1 校／地域の芸能 2 校／伝統工芸 3 校

Q &A

⑬

江戸時代から伝わる職人技に触れる！
長い年月を経て東京の風土と歴史の中で育まれた伝統工芸が、
東京都の指定伝統工芸となっています。時代を超えて受け継がれた
伝統的な技術・技法を学び、一緒につくります。
体験内容
東京都指定の伝統工芸

（江戸木版画・江戸手描友禅・江戸表具 のいずれかひとつ）
について、伝統工芸士による解説の後、実際に制作を体験します。
江戸表具はオンライン実績有
協力予定団体：石井三太夫表具店、株式会社高橋工房、東京都工芸染色協同組合

Q. どの学年でもできるのですか？
A. 小学生から高校生までを対象としています。ジャンルによっては、対象学年を限定する場合があります。
Q. クラス単位での実施になりますか？
A. 基本、1 学年クラス単位の実施で、授業の中で実施します。

子供のための
伝統文化・
芸能体験事業

応募の手引きを各学校へご案内します。お申込みは、区市町村立の学校は教育委員会へ、

東京都指定無形文化財に指定されている芸能

実際に人形に触れて動かす体験をします。

1 〜 2 月中旬

学校向け事業ご案内

Q. 日程は選べますか？
A. 学校の希望を考慮の上、実施団体と調整・決定していきます。
Q. 費用はかかりますか？
A. 原則かかりません。ただし事前に環境整備に係る経費の発生が見込まれる場合は、ご負担をお願いいたします。
（湯茶の準備や資料のプリント等）

※事業公式ウェブサイトに、より詳しい Q&Aがありますので、そちらを合わせてご確認ください。

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京と
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会［芸団協］は、東京都と共に、
次代を担う子供たちが日本の伝統文化・芸能に触れ、体験することで、
日本の文化の価値に対する理解を深め、
多様な文化に対する幅広い理解を育んでもらうことを目的として、
学校教育と連携した体験・鑑賞プログラムを実施します。

対象校
東京都内の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、
特別支援学校（小学部・中学部・高等部）および各種学校として認可された外国人学校

ジャンル
謡・仕舞、狂言（能楽）／落語、紙切り、和妻（演芸）／日本舞踊／
歌舞伎音楽／雅楽／箏／三味線／琵琶／地域の芸能／伝統工芸

実施時期

Q. どこで実施するのですか？
A. 主に校内の体育館など広い場所や、ジャンルによっては教室等で実施します。
Q. 実施時間は何時間ですか？
A. 1クラス1コマが原則です。ただし、地域の芸能と伝統工芸は2コマが基本となります。

見て、
聞いて、
身体を通じて知る
伝統文化・芸能の世界

5 〜 2 月まで
※日程は、採択後に実施校と本事業の事務局（芸団協）とで調整し、決定します。

オンライン対応
主催

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会［芸団協］
助成・協力

東京都

講師（プロの実演家）が学校に赴き実際に体験していただく方法での実施を第一としていますが、
新型コロナウイルス感染症拡大等の影響によって学びの機会が失われないように、
一部のジャンルではオンラインでの取り組みも実施します。
配信の方式は、学校と相談の上決定し、
リアルタイムでの質問などにも対応できるよう実施します。
外部講師の訪問機会の限られる島嶼部の学校もぜひご活用ください。
オンライン実績有：紙切り（演芸）、雅楽、江戸表具
※その他のジャンルも調整可能です。

【お問合せ】

子供のための伝統文化・芸能体験事業 事務局
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会［芸団協］
〒160-8374 東京都新宿区西新宿 6-12-30 芸能花伝舎 2F
Tel. 03-5909-3060（平日11：00〜17：00） Fax. 03-5909-3061
https://geidankyo.or.jp/outreach/
発行：令和3年12月

geidankyo.outreach

Email school@geidankyo.or.jp

室町時代 か ら お よ そ六五〇年以上 の歴史 を もつ
﹁能楽﹂は︑
歌舞劇 の
﹁能﹂と滑稽劇 の
﹁狂言﹂からな

①②

り︑
ユネスコの無形文化遺産 に登録 されていま す︒

能楽

協力予定団体＝公益社団法人能楽協会

⑥

雅やかな響きを感じてみよう！

日本の伝統的な笑いを体感しよう！

②

こと

箏は奈良時代に中国から伝来した楽器ですが、

狂言は昔の人々の日常にあるほのぼのとした笑いをテーマにした

長い年月の間に日本人の感性によって繊細な表現を育みました。

日本の伝統的な「コメディ」です。

箏の雅やかな響きは日本的情緒をイメージさせるものとして

邦楽の音色に合わせて、日本の踊りを体験！

体験内容

江戸時代から400 年余りの歴史をもつ日本舞踊は、

狂言の解説や、
「柿山伏」などの代表的な演目の実演鑑賞と、

体験内容

日本の伝統的な舞踊として現代に受け継がれています。

動物の鳴き声や泣いたり笑ったり、狂言特有の表現を
体験します。

⑨

人気が高く、古典から現代曲まで幅広く活用されています。
A ・●
B のいずれか）
（●

A「さくら」
●
などの曲を全員が箏で弾いてみる体験と、

講師（プロの演奏家）による三曲（箏・尺八・三味線）演奏を鑑賞します。

体験内容

B 箏、尺八、邦楽打楽器の様々な音色に触れる演奏の鑑賞を中心に、
●

三味線や囃子の音楽に合わせて、日本舞踊の基本的な所作を体験。

日本の伝統的なリズムを体験します。

役柄を演じたり、自然の風景や心情などを踊りで表現します。
講師（プロの実演家）の踊りを間近で鑑賞します。

協力予定団体：公益社団法人日本三曲協会、特定非営利活動法人日本音楽集団

協力予定団体：公益社団法人日本舞踊協会

幽玄の美を肌で感じる！

①

うたい

⑦

能は、謡（歌・セリフ）と囃子（楽器）に合わせて

⑩

演じられる歌舞劇で、人間だけでなく神や鬼、
妖怪や幽霊など「この世のものでないもの」も登場します。
体験内容

し まい

「羽衣」などの有名な作品を題材に、能楽特有の謡や仕舞を体験、
講師（プロの実演家）の実演を鑑賞します。

三味線が粋な伝統芸能の世界へ誘います！

江戸時代からの音楽を体験してみよう！

④

歌舞伎や文楽から民謡に至るまで、

日本のミュージカルともいえる歌舞伎は、お芝居と音楽が一体となって

様々な音楽シーンで活躍する三味線。

③④⑤

江戸時代後期 に落語 な ど を観客 に み せ る興行
様々 な芸
場 として寄席 が で き ま し た︒寄席 では︑

が演 じられ ま す︒

演芸

協 力 予 定 団 体 ＝一般 社 団法人落語協会︑公益社団法人落語芸術協会

上演されます。歌舞伎の音楽で欠かせないのは三味線です。

③

笛や小鼓などの打楽器と共に幅広い世界観を演出します。

学校に高座がやってくる！
一人の演者が何役も演じ分け、最後に必ず「オチ」がつくのが特徴の落語。

誰でも素敵なアーティストになれる！

身振り手振りと扇子や手ぬぐいなどの小道具のみで展開する物語から、

江戸時代に始まったとされる紙切りは、

江戸っ子の暮らしを垣間見ることができます。

音曲に合わせて何も描いていない紙を

体験内容

基本となる弾き方を教わって合奏にチャレンジします。
協力予定団体：清元協会、公益社団法人日本小唄連盟

協力予定団体：一般社団法人長唄協会、特定非営利活動法人日本音楽集団

難しい題材のリクエストでも「とんち」を利かせて形にします。

小噺や落語特有の表現を体験します。

講師（プロの演奏家）による本格的な演奏を鑑賞し、

※本プログラムでは、楽器の体験はありません。

ハサミで様々な形に切り抜く芸能です。

落語家による実演の鑑賞と、

体験内容

日本の音楽に特有の唄や口三味線（唱歌）などを体験します。

おんぎょく

体験内容

それぞれ個性的な音色や風情のある表現が楽しめます。

歌舞伎「勧進帳」の代表的なシーンの音楽を講師の実演で鑑賞し、

体験内容

⑧

どこにでもある紙とはさみ、センスとアイディアを使って、

⑪

無限に広がる可能性を切り出します。
オンライン実績有

悠久の音楽、千年の響きに触れてみよう！
雅楽は平安時代より宮中の儀式に用いられ、
1200 年以上の歴史をもつ日本の古典音楽です。

和妻の術を伝授してもらい、みんな手品師に！
あっと驚く手品はいつの時代も、見る人の心をつかむもの。
お手玉やみかん、漆のお椀など、日本人に身近なものを使った

⑤

伝統的な手品「和妻」を間近で見て、体験し、歴史を学びます。
体験内容
簡単な術を伝授してもらい、実際にやってみることで、
先人たちの知恵と工夫を知ることができます。

※新型コロナウイルス感染症拡大等の状況により、内容を変更・調整させていただく場合があります。

太棹・中棹・細棹という異なる太さの楽器があり、

奈良時代にアジア大陸諸国から伝来した音楽や
舞が取り入れられ、日本で独自に発展しました。
体験内容
講師（プロの実演家）による演奏の鑑賞、
雅楽の代表曲「越天楽」を歌ったり、
かっこ

しょうこ

鞨鼓・太鼓・鉦鼓などの打楽器、

中国渡来の楽器から日本の伝統音楽へ！
奈良時代に日本へもたらされた琵琶は、
「琵琶法師」が物語に合わせて演奏することで広まり、
「平家物語」の発生と伝搬に深く関わりました。
琵琶と「語り」に焦点を当て、箏や尺八の鑑賞と合わせ、
和楽器の多様性について体感します。
体験内容

舞の体験などを行います。

琵琶、箏、尺八の音色を鑑賞し、歌を体験します。

オンライン実績有

協力予定団体：特定非営利活動法人日本音楽集団

協力予定団体：一般社団法人伶楽舎

