
2012年度 ASIAS授業・ワークショップ実施一覧

ASIAS（エイジアス）とは
Artist’s Studio In A School の略で、アーティストが学校等へ出かけていって、
先生と協力しながらワークショップ型の授業等を実施する活動です。

Ⓐ豊島区「次世代文化の担い手」育成事業
2005年度～豊島区教育委員会と協働で、豊島区立の幼稚園・小学校・中学校で
ASIAS を実施しています。

Ⓑ東京文化発信プロジェクト「パフォーマンスキッズ・トーキョー」
2008年度～東京都・東京都歴史文化財団との共同主催事業として都内公立小中学校
（特別支援学級含む）と児童養護施設でASIASを実施。最終日に成果発表を行います。

Ⓒ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
2011年度～文部科学省や東京都教育委員会と協働で、都内公立小中学校（特別支
援学級含む）でASIAS を実施しています。

Ⓓ一般（通常学級・特別支援学級）
2000年度～“芸術家と子どもたち”事務局へ直接お申込みいただいた主に公立
の小学校（首都圏）で ASIAS を実施しています。また、2008年度～公立小中学
校にある特別支援学級（固定級または通級、知的障害・情緒障害等）を対象にした
ASIAS もスタート。これらは、企業・財団などの支援を受けて実施しています。

Ⓔ横浜市「横浜市芸術文化教育プラットフォーム /学校プログラム」
2007年度～横浜市芸術文化教育プラットフォームと協働で、横浜市立の小学校
でASIAS を実施しています。

Ⓕ豊島区「子どものための文化体験プログラム」
2007年度～豊島区文化デザイン課と協働で、豊島区内の保育園などで ASIAS を
実施しています。

Ⓖ港区「ふれあいアート事業」
2008年度～港区地域振興課と協働で、港区立の幼稚園でASIAS を実施しています。

No. 名称 地域 学年・学級／クラス数 児童数 教科・領域 ジャンル アーティスト 実施期間 日数

1 西巣鴨幼稚園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 54人 表現 身体表現 森下真樹 7月 1日間

2 池袋幼稚園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 47人 保育・制作 美術 山添 joseph 勇 9月 2日間

3 仰高小学校 豊島区  4年／ 2クラス 61人 図工 美術 水内貴英 1月 3日間

4 西巣鴨小学校 豊島区  特別支援／ 固定級 20人 図工 美術 中津川浩章 9月 2日間

5 池袋第二小学校 豊島区  5・6年／ 3クラス 74人 総合 美術 水内貴英 10月 3日間

6 長崎小学校 豊島区  2・4・6年／ 3クラス 64人 生活科・総合 演劇 三橋麻子、金子由菜 10～11月 4日間

7 要小学校 豊島区  特別支援／ 固定級
 4年／ 3クラス 57人 体育 身体表現 青木尚哉 10月 3日間

8 椎名町小学校 豊島区  5・6年／ 3クラス 81人 総合 身体表現 東野祥子 9～10月 3日間

9 富士見台小学校 豊島区  5・6年／ 4クラス 111人 国語・学級活動など 演劇 山田宏平 10～11月 3日間

10 高松小学校 豊島区  1年／ 2クラス 67人 図工 美術 バレ・バレ 11月 2日間

Ⓐ豊島区「次世代文化の担い手」育成事業　計10校（小学校8校、幼稚園2園）　実施日数延べ26日

11 府中第七小学校 府中市  2年／ 2クラス 63人 体育・国語など 身体表現 楠原竜也 9～11月 11日間

12 鹿骨小学校 江戸川区  4年／ 2クラス 63人 体育 身体表現 茶木真由美 1～2月 8日間

13 明化小学校 文京区  4年／ 2クラス 56人 総合 身体表現 岩淵多喜子 11～1月 10日間

14 笹塚中学校 渋谷区  1年／ 2クラス 64人 保健体育 身体表現 東野祥子 1～3月 10日間

15 東落合小学校 多摩市  6年／ 2クラス 61人 総合・体育 身体表現 森下真樹 7～10月 9日間

16 元加賀小学校 江東区  特別支援／ 固定級 13人 生活単元 演劇 棚川寛子 10～12月 12日間

17 第三小学校 青梅市  特別支援／ 固定級 29人 総合・生活単元 身体表現 Co. 山田うん 11～2月 10日間

18 十条台小学校 北区  3年／ 1クラス 37人 総合・体育 身体表現 田畑真希 12～2月 9日間

19 峡田小学校 荒川区  特別支援／ 固定級 17人 生活単元 演劇 渡辺麻依 9～11月 11日間

20 夢が丘小学校 日野市  1年／ 2クラス 48人 総合・音楽 演劇 スズキ拓朗 7～11月 12日間

Ⓑ東京文化発信プロジェクト「パフォーマンスキッズ・トーキョー」（小・中学校）　計10校（小学校9校、中学校1校）　実施日数延べ102日

21 別所小学校 八王子市  6年／ 2クラス 54人 総合 演劇 棚川寛子 10～11月 8日間

22 浜川小学校 品川区  特別支援／ 固定級 19人 生活単元・国語など 身体表現 モノクローム・サーカス 9～10月 8日間

23 南鶴牧小学校 多摩市  4年／ 3クラス 84人 総合 身体表現 川村奈実 7～9月 10日間

24 新田小学校 江戸川区  5年／ 2クラス 56人 体育・総合など 身体表現 北村成美 10～11月 6日間

25 東萩山小学校 東村山市  特別支援／ 固定級 17人 生活単元 身体表現 田村一行 11～2月 6日間

26 八坂小学校 東村山市  特別支援／ 固定級 12人 生活単元 身体表現 楠原竜也 12～2月 7日間

27 若葉小学校 立川市  特別支援／ 固定級 7人 生活単元 身体表現 上村なおか 1～2月 7日間

28 西伊興小学校 足立区  特別支援／ 固定級 11人 生活単元 身体表現 大島菜央 9～10月 5日間

29 愛日小学校 新宿区  特別支援／ 固定級 6人 国語・生活単元 演劇 柏木陽 9～10月 8日間

30 第四吾嬬小学校 墨田区  特別支援／ 固定級 33人 体育・生活単元 身体表現 JOU 9～10月 3日間

31 大門小学校 荒川区  特別支援／ 固定級 16人 生活単元・体育 身体表現 セレノグラフィカ 12～2月 7日間

32 長崎小学校 豊島区  特別支援／ 固定級 11人 体育・自立活動 演劇 三橋麻子、金子由菜 10～12月 6日間

33 鶴川中学校 町田市  特別支援／ 固定級 16人 総合 音楽 ナカガワエリ 2～3月 3日間

34 江原小学校 中野区  特別支援／ 固定級 5人 生活単元 身体表現 森下真樹 11月 3日間

35 尾久西小学校 荒川区  特別支援／ 固定級 12人 総合 音楽劇 棚川寛子 11～12月 4日間

36 平野小学校 足立区  特別支援／ 固定級 23人 総合・生活 美術 宮元三恵 1～2月 5日間

37 東川小学校 江東区  特別支援／ 固定級 9人 生活単元 音楽 石坂亥士 9～12月 5日間

38 芦花中学校 世田谷区  特別支援／ 固定級 17人 総合 音楽劇 棚川寛子 12～1月 4日間

39 第一小学校 八王子市  特別支援／ 固定級 11人 生活単元 身体表現 上村なおか 12～1月 3日間

40 志茂田小学校 大田区  2年／ 2クラス 47人 体育科 身体表現 楠原竜也 12～3月 3日間

41 石神井西小学校 練馬区  特別支援／ 固定級 10人 生活単元 身体表現 新井英夫 12月 3日間

42 三宿小学校 世田谷区  特別支援／ 固定級 14人 生活単元 美術 水内貴英 11月 3日間

43 奥沢小学校 世田谷区  特別支援／ 固定級 10人 生活単元・音楽 音楽 片岡祐介、鈴木潤 1～2月 6日間

44 小山中央小学校 町田市  特別支援／ 固定級 8人 生活単元 身体表現 新井英夫、鈴木潤 11～1月 6日間



No. 名称 地域 学年・学級／クラス数 児童数 教科・領域 ジャンル アーティスト 実施期間 日数

45 桃井第二小学校 杉並区  特別支援／ 固定級 13人 生活単元・音楽 音楽 ナカガワエリ 1～2月 3日間

46 関原小学校 足立区  特別支援／ 固定級 18人 生活単元 身体表現 新井英夫 12～1月 3日間

47 祖師谷小学校 世田谷区  特別支援／ 固定級 17人 生活単元 身体表現 楠原竜也 1月 3日間

48 東陽小学校 江東区  特別支援／ 固定級 21人 音楽 音楽 港大尋 10～11月 3日間

49 上板橋第一中学校 板橋区  特別支援／ 固定級 20人 総合 音楽 ナカガワエリ 11月 3日間

50 五本木小学校 目黒区  特別支援／ 固定級 6人 自立活動 音楽 港大尋 11～12月 3日間

51 赤塚新町小学校 板橋区  特別支援／ 固定級 27人 体育 身体表現 砂連尾理 1～2月 3日間

Ⓒ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　計31校（小学校28校、中学校3校）　実施日数延べ144日

52 新宿中学校 新宿区  特別支援／ 固定級 6人 身体表現 森下真樹 7月 1日間

53 矢口東小学校 大田区  特別支援／ 固定級 27人 美術 中津川浩章 7月 2日間

54 谷戸小学校 西東京市  特別支援＋保護者／ 通級 14人 身体表現 山田うん、川合ロン 8月 1日間

55 滝野川第二小学校 北区  特別支援／ 固定級 14人 身体表現 エノモトユキ 2月 2日間

56 東渕江小学校 足立区  特別支援／ 固定級 23人 美術 カブ 12月 2日間

57 大森第二中学校 大田区  特別支援／ 通級 15人 美術 カブ 12月 1日間

58 本田小学校 葛飾区  特別支援＋保護者／ 通級
（ことばの教室） 6人 身体表現 新井英夫 10月 1日間

59 石神井東小学校 練馬区  特別支援／ 通級 25人 身体表現 楠原竜也 1月 2日間

60 業平小学校 墨田区  特別支援／ 固定級 21人 身体表現 森下真樹 11月 2日間

61 七生緑小学校 日野市  特別支援／ 固定級 20人 音楽 港大尋 1月 2日間

62 梅田小学校 葛飾区  特別支援／ 固定級 12人 音楽 ナカガワエリ 12月 2日間

63 馬込第二小学校 大田区  特別支援／ 固定級 14人 美術 高橋唐子 2月 1日間

64 南第四小学校 町田市  特別支援／ 固定級 24人 美術 湘南台造形教室 2月 2日間

65 豊ヶ丘小学校 多摩市  2年／ 2クラス 47人 パントマイム ズッカーマン明子 2～3月 2日間

Ⓓ一般（通常学級・特別支援学級）　計14校（小学校12校、中学校2校）　実施日数延べ23日

66 日下小学校 横浜市  4年／ 3クラス 87人 身体表現 太田ゆかり 10月 3日間

Ⓔ横浜市「横浜市芸術文化教育プログラム推進事業」　計1校　1カリキュラム　実施日数3日

67 駒込第一保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 33人 音楽 尾引浩志 6月 2日間

68 巣鴨第一保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 26人 身体表現 城俊彦、伊藤知奈美 6月 2日間

69 西巣鴨第二保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 39人 身体表現 入手杏奈 6月 2日間

70 西池袋第二保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 32人 美術 カブ 6月 2日間

71 池袋第二保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 41人 身体表現 楠原竜也 6月 2日間

72 池袋第三保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 32人 美術 バレ・バレ 6月 2日間

73 高南保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 32人 音楽 尾引浩志 6月 2日間

74 目白第一保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 37人 美術 水内貴英 7月 2日間

75 目白第二保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 32人 音楽 ナカガワエリ 6月 2日間

76 南長崎第一保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 35人 身体表現 城俊彦、伊藤知奈美、
廣末知沙 6月 1日間

77 高松第二保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 40人 身体表現 東山佳永 10～11月 2日間

78 若草保育園 豊島区  5歳児／ 1クラス 29人 身体表現 楠原竜也 6月 2日間

79 西池袋そらいろ保育園 豊島区  4・5歳児／ 2クラス 36人 演劇 前嶋のの 7月 2日間

80 千早子どもの家保育園 豊島区  5歳児／ 1クラス 11人 美術 ミロコマチコ 6月 2日間

81 愛心幼稚園 豊島区  5歳児／ 2クラス 40人 演劇 前嶋のの 6月 2日間

82 長崎幼稚園 豊島区  5歳児／ 1クラス 29人 身体表現 新井英夫 6月 1日間

Ⓕ豊島区「子どものための文化体験プログラム」　計16園（公立保育園11園、公設民営保育園1園、私立保育園2園、私立幼稚園2園）　実施日数延べ30日

83 港南幼稚園 港区  4・5歳児／ 4クラス 97人 音楽 石坂亥士 8月 2日間

84 白金台幼稚園 港区  4歳児／ 2クラス 49人 身体表現 楠原竜也 9月 1日間

85 赤羽幼稚園 港区  4・5歳児／ 2クラス 39人 音楽 石坂亥士 12～1月 3日間

86 青南幼稚園 港区  4・5歳児／ 3クラス 59人 美術 外村友紀 10月 2日間

87 本村幼稚園 港区  4・5歳児／ 2クラス 36人 音楽 石坂亥士 6～7月 2日間

88 麻布幼稚園 港区  4・5歳児／ 2クラス 38人 身体表現 城俊彦、伊藤知奈美 9月 2日間

89 三光幼稚園 港区  4・5歳児／ 2クラス 34人 身体表現 入手杏奈 7月 2日間

90 芝浦幼稚園 港区  4・5歳児／ 4クラス 94人 身体表現 新井英夫 10月 2日間

91 中之町幼稚園 港区  3・4・5歳児／ 3クラス 71人 音楽 石坂亥士 7月 2日間

Ⓖ港区「ふれあいアート」事業　計9園　実施日数延べ18日

92 二葉むさしが丘学園 小平市 小1～中3年 11人 身体表現 新井英夫 6～2月 12日間

93 ベトレヘム学園 清瀬市 小2～ 6年 13人 音楽 港大尋 9～12月 12日間

94 目黒若葉寮 目黒区 小1～高1年 10人 美術 水内貴英 9～3月 8日間

95 東京都石神井学園 練馬区 小3・5・6・高1年 7人 身体表現 Co. 山田うん 10～11月 8日間

96 クリスマス・ヴィレッジ 足立区 小3～ 6年 10人 身体表現 新井英夫 3月 3日間

Ⓑ東京文化発信プロジェクト「パフォーマンスキッズ・トーキョー」（児童養護施設）　計5施設　実施日数延べ43日

2012年度合計　児童・生徒数3164人　実施日数延べ395日
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