
平成27年 NPO法人MIYAZAKIC-DANCE CENTER 事業実施一覧

NO 事業名称 実施時期 開催地・場所 依頼団体、他 参加者 内容

113 MRT	ラジオ祭り2015	フラッシュモブ 3/27 MRT宮崎放送ダイヤモンドホール MRT宮崎放送 来場者数：未カウント
MRT宮崎放送のラジオまつり２０１５にてフラッシュモブを仕掛けたいと、ラジオ局長の依頼を受けて
創作、実施。
※この事業は地域文化事業です。

112
みやざき「子どもの体験活動」フォーラム2016
『地域における文化芸術活動の展望』

3/19
宮崎大学木花キャンパス330記念交流館コン
ベンションホール

主催：宮崎キワニスクラブ
共催：みやざき子ども芸術体験活
動推進連絡協議会
協力：NPO法人	MIYAZAKI	C-DANCE
CENTER

地域（行政、劇場関係者、芸術に携わる方、芸術家、NPO、教員、企業、一般、等）が、子どもの文化
芸術体験の可能性について、パネルディスカッション等を行い大学、劇場、行政、NPO、アーティスト
といった、それぞれの切り口から子どもの文化芸術体験の可能性を考えるフォーラムを実施。
※この事業は地域文化事業です。

111
みやざき子ども文化センター	スクールコンサート
in	宮崎市立木花中学校

3/18
宮崎市立木花中学校
体育館

宮崎市
みやざき子ども文化センター

木花中1・２年生
200名

県内在住アーティストや県外アーティストによるコンサートを対象校で実施。
※この事業は学校文化事業です。

110 ふるさと先生	IN	宮崎市立広瀬北小学校 3/7 宮崎市立広瀬北小学校	体育館 みやざき子ども文化センター
派遣アーティストはんまつーポスのみのわそうへい、んまつーポスの現代芸術的体育を実施
※この事業は学校文化事業です。

109 東京事務所開き記念写真展	『ダンスは消えたが、カメラは残した』 3/2 神楽坂セッションハウス2Fギャラリー なし 来場者数：未カウント
アート空間に体育を展示する試み	んまつーポスによる『ダンスは消えたが、カメラは残した』を開
催！！
この事業は芸術文化事業です。

108 ふるさと先生	IN	宮崎市立東小学校 2/29 	宮崎市立東小学校		体育館 みやざき子ども文化センター
派遣アーティストはんまつーポスのみのわそうへい、んまつーポスの現代芸術的体育を実施
※この事業は学校文化事業です。

107
EUジャパンフェスト会議2016　欧州文化首都9都市に伝える　日本のアート最新事
情！

2/26 アルカディア市ヶ谷　私学会館 EUジャパンフェスト 豊福彬文
欧州文化首都9都市の代表団に向けたPechaKuchaプレゼンテーション＆交流会が開催され、豊福彬文が
参加。海外での活動の可能性を探る。
※この事業は学術研究事業です。

106
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	宮崎市立内海小学校

2/23 宮崎市立内海小学校 文化庁 全校児童

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のため、京都から山下残さん（振付家・演出家）をお呼びして、全校児童20名対象にワークショップを
実施。
※この事業は学校文化事業です。

105
平成27年度文化庁平成27年度	文化庁「文化芸術による子供の育成事業（芸術家派
遣事業）」（学校申請型）	IN	国富町立八代中学校

2/22・23 国富町立八代中学校 文化庁 全校生徒
平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが国富町立八代中学校に行ってきました。全校生徒対象にワークショップを実施。
※この事業は学校文化事業です。

104
都城市小中学校アウトリーチ事業（学校公演・鑑賞教室）
in	都城市立有水中学校

2/19
都城市立有水中学校
体育館

都城市総合文化ホール
有水中全校生徒
５８名

県内在住アーティストや県外アーティストによるコンサートを対象校で実施。
※この事業は学校文化事業です。

103
平成27年度「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（芸
術家派遣）」	（NPO法人実施方式）	IN	宮崎大学教育文化学部附属中学校

2/17・2/18・2/24 宮崎大学教育文化学部附属中学校 文部科学省 1年生４クラス

保健体育の「創作ダンス」に位置付けた授業「芸術家（振付家・ダンサー）との活動を通したコミュニ
ケーション」を実施。派遣芸術家が豊福（んまつーポス）、担当教員が西田英司、アドバイザーが高橋
（宮崎大学教育文化学部准教授/舞踊教育）、コーディネーターが野邊（本法人）
※この事業は学校文化事業です。



102
平成27年度「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（芸
術家派遣）」	（NPO法人実施方式）	IN	西都市立茶臼原小学校

2/15・16・7・22・23 西都市立茶臼原小学校 文部科学省 ２、3年生12名

音楽に位置付けた授業「美術家（造形・彫刻）との活動を通したコミュニケーション」を実施。派遣芸
術家が樺島優子さん、担当教員が山下力先生、アドバイザーが幸秀樹（宮崎大学教育文化学部教授／美
術科教育）、コーディネーターは竹内元先生（宮崎大学教育文化学部附属教育協働開発センター）
※この事業は学校文化事業です。

101
平成27年度文化庁平成27年度	文化庁「文化芸術による子供の育成事業（芸術家派
遣事業）」（学校申請型）IN	宮崎市立住吉小学校

2/15・16
宮崎市立住吉小学校
体育館

文化庁
住吉小６年生
140名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが宮崎市立住吉小学校に行ってきました。6年生140名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

100
「夢にチャレンジ！特別支援学校自立支援推進事業」
平成27年度「よかよか(余暇)活動」	IN	宮崎県立みなみの風支援学校

2/15・2/29 宮崎県立みなみの風支援学校 宮崎県 中等部全校生徒
「夢にチャレンジ！特別支援学校自立支援推進事業」平成26年度「よかよか(余暇)活動」にて
んまつーポスの現代芸術的体育を実施
※この事業は学校文化事業です。

99 第1回	アイスワールド	in	伊佐 2/13
鹿児島県伊佐市
大口ふれあいセンター前広場

主催：伊佐の冬まつり実行委員会 来場者数：未カウント
鹿児島の北海道と呼ばれる伊佐市で、毎年極寒の時期に開催される氷の彫刻イベントにんまつーポスが
招聘。
※この事業は芸術文化事業です。

98
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	都城市立江平小学校

2/12 都城市立江平小学校 文化庁
江平小全校生徒
49名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが都城市立江平小学校に行ってきました。全校児童49名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

97
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	宮崎市立生目台西小学校

2/10 宮崎市立生目台西小学校 文化庁
生目台西小５年生
38名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが宮崎市立生目台西小学校に行ってきました。5年生38名対象にワークショップを
実施。
※この事業は学校文化事業です。

96 Yokohama	dance	collection	EX	2016	showcase 2/7 横浜赤レンガ倉庫１号館	３F 横浜市芸術文化振興財団 来場者数：未カウント

Yokohama	dance	collection	EX	2016	は交流事業の充実、また振付家の発掘・発信を重要視し、
Expression,Explore,Extension,Exchange,それぞれのEXを通し、世界のダンス関係者集い、意義のある
時間を共有できる機会を創出。そのショーケースに毎年んまつーポスは参加。
※この事業は芸術文化事業です。

95
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	宮崎市立七野小学校

2/4 宮崎市立七野小学校 文化庁
七野小５年生
10名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のため、東京から梶本はるかさん（振付家・ダンサー）をお呼びして、んまつーポスと宮崎市立七野小
学校に行ってきました5年生10名対象にワークショップを実施。
※この事業は学校文化事業です。

94
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	宮崎市立大久保小学校

2/2 宮崎市立大久保小学校 文化庁
大久保小５、６年生
47名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のため東京から梶本はるかさん（振付家・ダンサー）をお呼びして、んまつーポスが宮崎市立大久保小
学校に行ってきました５、６年生４７名対象にワークショップを実施。
※この事業は学校文化事業です。

93
ちくごアートファーム計画2016
筑後の環境と身体性　カラダに効くアート

1/30 九州芸文館 九州芸文館 来場者数：未カウント

芸術文化とスポーツの接点を探るべく、カラダを通して私たちの生活や社会を見つめなおす目的で企画
された美術展にて、パフォーマンス「ダンス観戦	IN	九州芸文館」と題しんまつーポスがパフォーマン
スを実施。
※この事業は芸術文化事業です。

92
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	宮崎市立国富小学校

1/27 宮崎市立国富小学校 文化庁
	国富小と本郷小の
特別支援学級15名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが宮崎市立国富小学校に行ってきました。国富小学校と本郷小学校の特別支援学級
の15名対象にワークショップを実施。
※この事業は学校文化事業です。

91 「こうさくてん」IN	台湾の下見の同行 1/24 台湾各所 日本こうさく学研究会
んまつーポス2名
高橋るみ子オブザーバー

「こうさくてん」の下見に参加。
※「こうさくてん」とは、1988年に大学の美術教育研究者を中心メンバーとする「こうさく学研究会」
によって創設された展覧会。
※この事業は学術研究事業です。



90
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	宮崎市立潮見小学校

1/21 	宮崎市立潮見小学校 文化庁 1年生60人

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ために東京より美術家（ウォールペイント）の「須磨阿弥」さんを講師に招き，１年生６０名を対象に
ワークショップを実施。NPO法人子ども文化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。

89 平成27年度宮崎県武道等講師派遣事業	ダンス部門　IN	宮崎市立清武中学校 1/19・1/22・1/27・1/29・2/2 宮崎市立清武中学校 宮崎県教育員会スポーツ振興課
派遣アーティストはんまつーポスのみのわそうへい、保健体育の創作ダンスを担当。
※この事業は学校文化事業です

88 平成27年度宮崎県武道等講師派遣事業	ダンス部門　IN	串間市立大束中学校 1/18・1/19・1/25・1/28 串間市立大束中学校 宮崎県教育員会スポーツ振興課
派遣アーティストはんまつーポスの児玉孝文、保健体育の創作ダンスを担当。
※この事業は学校文化事業です

87
平成27年度文化庁平成27年度	文化庁「文化芸術による子供の育成事業（芸術家派
遣事業）」（学校申請型）	IN	日南市立潟上小学校

1/16・1/17・1/18
日南市立潟上小学校
体育館

文化庁
潟上小６年生
18名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが日南市立潟上小学校に行ってきました。6年生18名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

86
平成27年度「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（芸
術家派遣）」	（NPO法人実施方式）	IN	宮崎市立潮見小学校

1/12・13・14・15・19・20・21・22 	宮崎市立潮見小学校 文部科学省 5年生・6年生

図工に位置付けた授業「芸術家（振付家・ダンサー）との活動を通したコミュニケーション」を実施。
派遣芸術家が須磨阿弥さん、担当教員が須崎典子先生、アドバイザーが幸秀樹（宮崎大学教育文化学部
教授/美術科教育）、コーディネーターが竹内元先生（（宮崎大学教育文化学部附属教育協働開発セン
ター））
※この事業は学校文化事業です。

85
平成27年度「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（芸
術家派遣）」	（学校実施方式）	IN	宮崎中央支援学校	高等部

1/12・1/14・1/26
みやざき中央支援学校
体育館

文部科学省
みやざき中央支援学校
高等部50名

保健体育の「創作ダンス」に位置付けた授業「美術家との活動を通したコミュニケーション」を実施。
派遣芸術家が児玉（んまつーポス）、担当教員が日高まり子、アドバイザーが高橋（宮崎大学教育文化
学部准教授/舞踊教育）、コーディネーターが野邊（本法人）
※この事業は学校文化事業です。

84 ムーブメント・アート・イン	みやざき	2015 12/26
メディキット県民文化センター
演劇ホール

ムーブメントアートインみやざき
実行員会
宮崎県女子体育連盟

入場者数　人
※大人
　小人

参加者数　人
幼・・・人　小・・・人
中・・・人　高・・・人
大・一般・・・人

通称M.Artまたはムーブメント。1987年から28回続いている県内で一番大きなダンスイベント。主催
は、宮崎県女子体育連盟が母体の実行委員会。このイベントは、コンクール部門と発表部門の２部門。
コンクール部門は、小学生から高校生のグループが対象。平成24年度から、中学校ダンス必修化とな
り、それに合わせて中学生、または前後の小学生と高校生にも参加の機会を拡大。発表部門は、幼児か
ら一般まで広く開かれた発表会。競い合うことが目的ではなく、学習やダンス活動の成果を発表するこ
とが目的。
※この事業は、地域文化事業です。

83
ムーブメント・アート・イン	みやざき	2015
	参加作品創作ワークショップ	For	teacher

12/25
メディキット県民文化センター
演劇ホール

ムーブメントアートインみやざき
実行員会
宮崎県女子体育連盟

宮崎県内の教員	20名
通称M.Artまたはムーブメントの参加作品を創作するワークショップ。宮崎県の教員を対象にんまつー
ポスの現代芸術的体育を実施。
※この事業は、地域文化事業です。

82
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	宮崎市立高岡小学校

12/17 宮崎市立高岡小学校 文化庁 1年生62名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが宮崎市立高岡小学校に行ってきました。１年生６２名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

81
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	宮崎市立宮崎港小学校

12/16 宮崎市立宮崎港小学校 文化庁
宮崎港小6年生
69名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが宮崎市立宮崎港小学校に行ってきました。6年生69名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

80
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	宮崎市立小戸小学校

12/15 宮崎市立小戸小学校 文化庁
小戸小5年生
53名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが宮崎市立小戸小学校に行ってきました。５年生５３名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。



79
平成27年度「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（芸
術家派遣）」	（学校実施方式）	IN	みなみのかぜ支援学校	中等部

12/14・12/16・12/21
みなみのかぜ支援学校
体育館

文部科学省
みなみのかぜ支援学校
中等部56名

保健体育の「創作ダンス」に位置付けた授業「芸術家（振付家・ダンサー）との活動を通したコミュニ
ケーション」を実施。派遣芸術家が児玉（んまつーポス）、担当教員が田爪昭宣、アドバイザーが高橋
（宮崎大学教育文化学部准教授/舞踊教育）、コーディネーターが野邊（本法人）
※この事業は学校文化事業です。

78
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	in	都農町立都農小学校

12/11 都農町立都農小学校 文化庁 １・２年生73名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ために演出家・俳優の「本田誠人」さんを講師に招き，１・2年生７３名を対象にワークショップを実
施。NPO法人子ども文化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。

77
新作公演「クラッター←バキューン」
in	いわき芸術文化交流館アリオス

12/10～12/12 いわき芸術文化交流館アリオス	小ホール
主催：NPO法人	MIYAZAKI
C-DANCE	CENTER
いわき芸術文化交流館アリオス

来場者数：未カウント
本法人の自主企画公演「クラッター・バキューン」を実施。宮崎大学、熊本大学、金沢大学の教員（舞
踊教育学、美術科教育）とコラボレーションし作品を創作・上演。
※この事業は芸術文化事業です。

76
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	in宮崎市立恒久小学校

12月10日 宮崎市立恒久小学校 文化庁 2年生85名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ために演出家の「永山智行」さんを講師に招き，2年生85名を対象にワークショップを実施。NPO法人子
ども文化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。

75
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	in	宮崎県立明星視覚支援学校

12月9日 宮崎県立明星視覚支援学校 文化庁 中高等部　15名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ために落語の「桂歌春」さんを講師に招き，中高等部　15名を対象にワークショップを実施。NPO法人
子ども文化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。

74
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	in	日南市立　榎原　中学校

2016/12/8 日南市立　榎原　中学校 文化庁 全校生徒22名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ために落語の「桂歌春」さんを講師に招き，全校生徒22名を対象にワークショップを実施。NPO法人子
ども文化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。

73 第67回舞踊学会大会	IN	福島 12/5・12/6 福島大学 舞踊学会大会実行委員会 全国の舞踊学会員

豊福彬文といわき芸術交流館アリオスの企画政策課の矢吹修一さんが、「いわき芸術文化交流館アリオ
スと《んまつーポス》が探ったダンスアウトリーチのあり方」を３年間にわたる「おでかけアリオス」
の取組みとその成果を、映像を交えながら報告。
※この事業は学術研究事業です。

72
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	宮崎市立生目台東小学校

11/30 宮崎市立生目台東小学校 文化庁
生目台東小全校生徒
282名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のため東京より木場裕紀さんをおよびしてんまつーポスと協働で宮崎市立生目台東小学校にてワーク
ショップと作品上演を行いました。
※この事業は学校文化事業です。

71 いわき市土曜学習推進モデル事業「土曜学級」	んまつーポス現代芸術的体育 11/28 いわき市錦小学校体育館 いわき市教育委員会 いわき市立錦小学校の小学生15人
いわき市土曜学習推進モデル事業「土曜学級」	にて、んまつーポス現代芸術的体育を実施。ふだんと
「ちょっと違う人」と「ちょっと違うこと」をしてみよう。
※この事業は地域文化事業です。

70
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	in	串間市立　本城小学校

11/26 串間市立　本城小学校 文化庁 全校児童75名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ために演出家・俳優の「本田誠人」さんを講師に招き，全校児童75名を対象にワークショップを実施。
NPO法人子ども文化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。

69
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	in	串間市立　笠祇小学校

11/19 串間市立　笠祇小学校 文化庁 全校児童7名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ために落語の「金原亭馬路」さんを講師に招き，6年生７５名対象にワークショップを実施。NPO法人子
ども文化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。

68 パープルリボンキャンペーン～女性に対する暴力をなくす運動～　フラッシュモブ 11/16 宮崎県庁前広場 宮崎県男女参画共同センター フラッシュモブ参加者約30名

「女性に対する暴力をなくす運動週間」でダンスなどの参加型の啓発イベントが実施。県庁がパープル
にライトアップされる初日に実施されるフラッシュモブの振付を依頼され、んまつーポスが振付、伝
達、当日パフォーマンスに参加。
※この事業は地域文化事業です。



67
平成27年度文化庁平成27年度	文化庁「文化芸術による子供の育成事業（芸術家派
遣事業）」（学校申請型）	IN	日向市立平岩小学校

11/16・11/19・11/20 日向市立平岩小学校 文部科学省
平岩小4年生
27名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが日向市立平岩小学校に行ってきました。４年生２７名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

66
平成27年度「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（芸
術家派遣）」	（NPO法人実施方式）	IN	宮崎市立恒久小学校

2016/11/13・16・18・19・12/3 	宮崎市立恒久小学校 文部科学省 6年生83名

音楽に位置付けた授業「芸術家（声楽）との活動を通したコミュニケーション」を実施。派遣芸術家が
藤本いく代さん、担当教員が酒匂貴美子先生、アドバイザーが菅裕（宮崎大学教育文化学部教授／音楽
科教育）、コーディネーターは竹内元先生（宮崎大学教育文化学部附属教育協働開発センター）
※この事業は学校文化事業です。

65
平成27年度「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（芸
術家派遣）」	（NPO法人実施方式）	IN	宮崎大学教育文化学部附属小学校

11/12・11/17・11/18 宮崎大学教育文化学部附属小学校 文部科学省
宮崎附属小4年生
110名

体育の「創作ダンス」に位置付けた授業「芸術家（振付家・ダンサー）との活動を通したコミュニケー
ション」を実施。派遣芸術家が豊福（んまつーポス）、担当教員が野邊麻衣子、アドバイザーが高橋
（宮崎大学教育文化学部准教授/舞踊教育）、コーディネーターが野邊（本法人）
※この事業は学校文化事業です。

64 アート遠足 11/11
宮崎大学附属小2年生と
附属幼稚園140名

アートに親しむ機会を学校の遠足に取り入れた「アート遠足」。
宮崎大学教育文化学部附属小2年生と付属幼稚園（5歳児）の計約140人が「アート遠足」を体験。
子どもたちがアートに触れる機会は、学校に講師を派遣して出前講座形式で行うのが一般的ですが、
逆に子どもたちが校外に出たときに楽しんでもらおう、という新企画
※この事業は地域文化事業です。

63 平成27年度宮崎県武道等講師派遣事業	ダンス部門 11/9～11/11 日南市立油津中学校 宮崎県教育員会スポーツ振興課
派遣アーティストはんまつーポスの豊福彬文、保健体育の創作ダンスを担当。
※この事業は学校文化事業です

62
都城市小中学校アウトリーチ事業（学校公演・鑑賞教室）
in 都城市立庄内中学校

11/6
都城市立庄内中学校
体育館

都城市総合文化ホール
庄内中全校生
200名

県内在住アーティストや県外アーティストによるコンサートを対象校で実施。
※この事業は学校文化事業です。

61
都城市小中学校アウトリーチ事業（学校公演・鑑賞教室）
in 都城市立庄内中学校

11/5
都城市立庄内中学校
体育館

都城市総合文化ホール
庄内中学1・2年生
女子58名

県内在住アーティストや県外アーティストによるコンサートを対象校で実施。
※この事業は学校文化事業です。

60
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	in	日向市立財光寺南小学校

11/5 日向市立財光寺南小学校 文化庁 6年生75名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ために美術家の「後藤麻夫」さんを講師に招き，6年生７５名対象にワークショップを実施。NPO法人子
ども文化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。

59 桜ヶ丘幼稚園WS 11/5 ※この事業は学校文化事業です。

58
第11回霧島アートの日
ダンスパフォーマンス2015＆かえっこバザール

11/3 霧島アートの森
霧島アートの森美術館企画事業「第11回霧島アートの森」関連イベントにてダンスパフォーマンスを実
施。
※この事業は芸術文化事業です。

57
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	宮崎市立本郷小学校

11/2 宮崎市立本郷小学校
本郷小1年生
116名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のため東京より中村蓉さん（振付家・ダンサー）をお呼びして、んまつーポスと宮崎市立本郷小学校に
行ってきました。1年生116名対象にワークショップを実施。
※この事業は学校文化事業です。

56
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	in	国富町立八代小学校

10/28 	国富町立八代小学校 文化庁 全校生徒121名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ためにパーカッション奏者の谷口潤実さん生徒が1２１名対象にワークショップを実施。NPO法人子ども
文化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。



55
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	in	日之影町立宮水小学校

10/26 日之影町立宮水小学校 文化庁
宮水小５、６年生
32名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが日之影町立宮水小学校に行ってきました。５、６年生３２名対象にワークショッ
プを実施。
※この事業は学校文化事業です。

54
平成27年度文化庁平成27年度	文化庁「文化芸術による子供の育成事業（芸術家派
遣事業）」（学校申請型）	IN	延岡市立延岡中学校

2016/10/26・10/28 延岡中学校体育館 文化庁 2年生（約60名）と1年生（約90名）

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業）の実施のためんまつーポス
が延岡市立延岡中学校に行ってきました。2年生（約60名）と1年生（約90名）対象にワークショップを
実施。
※この事業は学校文化事業です。

53 きらきらアート　運動会 10/24 ※この事業は地域文化事業です

52
みやざき子ども文化センター	スクールコンサート
in	宮崎市立広瀬西小学校

10/23
宮崎市立広瀬西小学校
体育館

宮崎市
みやざき子ども文化センター

広瀬西小全校生
249名

県内在住アーティストや県外アーティストによるコンサートを対象校で実施。
※この事業は学校文化事業です。

51
宮崎県教職員互助会スクールコンサート
in	都城市立麓小学校

10/22
都城市立麓小学校
体育館

宮崎県教員互助会
麓小全校生
41名

県内在住アーティストや県外アーティストによるコンサートを対象校で実施。
※この事業は学校文化事業です。

50
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	日南市立東郷小学校

10/21 日南市立東郷小学校 文化庁 全校生徒173名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ためにパーカッション奏者の服部央さん生徒が173名対象にワークショップを実施。NPO法人子ども文化
センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。

49
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	都城市立菓子野小学校

10/20 都城市立菓子野小学校 文化庁
菓子野小１～４年生
62名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが都城市立菓子野小学校に行ってきました。1〜4年生62名対象にワークショップを
実施。
※この事業は学校文化事業です。

48
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	美郷町立美郷北学園

10/19 美郷町立美郷北学園 文化庁
美郷北学園５～８年生
45名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが美郷町立美郷北学園校に行ってきました。５〜８年生４５名対象にワークショッ
プを実施。
※この事業は学校文化事業です。

47 宮崎市音のスケッチブック２０１５ 10/18
(公財)	宮崎文化振興協会	宮崎市
民プラザ

※この事業は地域文化事業です

46
宮崎市民プラザ自主事業
「コドモチャレンジスクール」

10/17・10/24・10/31・11/7・
11/21・12/5・12/19・1/9・1/23・
2/20・2/27・3/5・3/12・3/23・
3/24・3/25

宮崎市民プラザ	練習室
(公財)	宮崎文化振興協会	宮崎市
民プラザ

15名

宮崎市及び国富町、綾町の小学生児童を対象とした習い事教室「コドモチャレンジスクール」を開講
「落語」「ダンス」「演劇」のクラスがあり、んまつーポスがダンスクラスを担当。3月25日に講座の
成果発表として、30分のコンテンポラリー・ダンスを創作・上演した。
※この事業は芸術文化事業です。

45
国際交流基金平成27年度地域リーダー・若者交流助成プログラム	芸術教育プログ
ラムによる多文化共生の実践　IN	ルーマニア

10/7～10/16 ルーマニア 国際交流基金
国際交流基金、平成27年度地域リーダー・若者交流助成プログラム	芸術教育プログラムに助成金申請
が採択、ルーマニアにて多文化共生の実践　の調査研究を実施。
※この事業は学術研究事業です。

44
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）　IN　日南市立飫肥中学校

10/5 日南市立飫肥中学校 文化庁 ３学年64人

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ために俳優・演出家の片山敦郎さん生徒が３学年64名対象にワークショップを実施。NPO法人子ども文
化センターがコーディネートを担当。
※この事業は学校文化事業です。



43
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）　IN　日南市立南郷中学校

10/5 日南市立南郷中学校 文化庁 南郷中1年生77名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが日南市立南郷中学校に行ってきました。１年生77名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

42
新作公演「クラッター←バキューン」
in	都城公演

10/4 都城市総合文化ホール中ホール
主催：NPO法人	MIYAZAKI
C-DANCE	CENTER
都城市総合文化ホール

来場者数６０名
本法人の自主企画公演「クラッター・バキューン」を実施。宮崎大学の教員（舞踊教育学、美術科教
育）とコラボレーションし作品を創作・上演。
※この事業は芸術文化事業です。

41
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	都城市立縄瀬小学校

10/1 都城市立縄瀬小学校 文化庁
縄瀬小全校生
52名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが都城市立縄瀬小学校行ってきました。全校児童５２名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

40
平成27年度文化庁平成27年度	文化庁「文化芸術による子供の育成事業（芸術家派
遣事業）」（学校申請型）	IN	宮崎西高等学校附属中学校

9/30・10/6・11/21
宮崎西高等学校附属中学校
体育館、武道場

文化庁
宮崎西高等学校附属中
1年生80名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが宮崎県立宮崎西高等学校に行ってきました。１年生8０名対象にワークショップ
を実施。
※この事業は学校文化事業です。

39
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	宮崎県立都城西高等学校

9/29 宮崎県立都城西高等学校 文化庁
都城西高等学校
1年生女子60名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが宮崎県立都城西高等学校に行ってきました。１年生６０名対象にワークショップ
を実施。
※この事業は学校文化事業です。

38
平成27年度「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（芸
術家派遣）」（NPO法人実施方式）	IN	宮崎市立鏡水小学校

9/28・10/6・11/２０・12/２・
12/18・1/21・1/22・1/29・2/3・
2/8・2/9・2/25

宮崎市立鏡水小学校 文部科学省 全校児童15名
「全12回のあびるような芸術家（振付家・ダンサー）との芸術体験活動を通したコミュニケーション」
を実施。１２人の芸術家が活動に関わる新しい事業実施の方法の提案。
※この事業は学校文化事業です。

37 ダンス花アドバンス2015 9/26 神楽坂セッションハウス 神楽坂セッションハウス 新進気鋭の振付家・ダンサー	８名

セッションハウスプログラム、シアター21フェスの中から「もう一度見たいダンス」として選ばれた作
品による「ダンス花」公演。より良い作品創りと鑑賞に不可欠な「分析の視点」＝「批評」を組み込ん
だ「ダンス花アドバンス」、未来を見据える新プロジェクトにんまつーポス豊福が参加。
※この事業は芸術文化事業です。

36 北九州ダンスダイブウィーク2015	ショーケース 9/19・9/20 北九州劇場 北九州劇場 入場者数約１００名

北九州劇場主催事業「ダンスダイブウィーク２０１５」ショーケースにんまつーポスが選出。今テンポ
ラロー・ダンスの世界で先頭を走るグループ、個人と肩を並べて、作品を上演。また宮崎からバスツ
アーを企画し、ダンス観戦ツアーを提唱。
※この事業は芸術文化事業です。

35
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	日南市立飫肥小学校

9/18 日南市立飫肥小学校 文化庁
飫肥小4年生
39名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが日南市立飫肥小学校に行ってきました。4年生39名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

34
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）	IN	宮崎小学校

9/17 宮崎市立宮崎小学校 文化庁
宮崎小6年生
60名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが宮崎市立宮崎小学校に行ってきました。6年生60名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

33
平成27年度「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（芸
術家派遣）」（NPO法人実施方式）	IN	お茶の水女子大学附属小学校

9/16・9/25・11/27 お茶の水女子大学附属小学校 文部科学省 3年生

体育の「創作ダンス」に位置付けた授業「芸術家（振付家・ダンサー）との活動を通したコミュニケー
ション」を実施。派遣芸術家が豊福（んまつーポス）、担当教員が君和田雅子、アドバイザーが高橋
（宮崎大学教育文化学部准教授/舞踊教育）、コーディネーターが野邊（本法人）
※この事業は学校文化事業です。

32
平成27年度「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（芸
術家派遣）」（NPO法人実施方式）	IN	お茶の水女子大学附属中学校

9/14・9/15 	お茶の水女子大学附属中学校 文部科学省 3年生

保健体育の「創作ダンス」に位置付けた授業「芸術家（振付家・ダンサー）との活動を通したコミュニ
ケーション」を実施。派遣芸術家が豊福（んまつーポス）、担当教員が君和田雅子、アドバイザーが高
橋（宮崎大学教育文化学部准教授/舞踊教育）、コーディネーターが野邊（本法人）
※この事業は学校文化事業です。



31
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN宮崎県立延岡しろやま支援学校高千穂校

9/15 宮崎県立延岡しろやま支援学校高千穂校 宮崎県立延岡しろやま支援学校高千穂校生徒7名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ため美術家の金丸二夫さん生徒が7名対象にワークショップを実施。NPO法人子ども文化センターがコー
ディネートを担当
※この事業は学校文化事業です。

30 ART,Mトヤマ	ワークショップ、エキシビジョン 9/12・9/13 富山県高岡文化ホール ART,Mトヤマ実行委員会
ART,Mトヤマコンクール
出場学生約６０チーム

全国の大学生を対象とした少人数による創作ダンスコンクールART,Mトヤマのエキジビションにんま
つーポスが招待され、上演と宮崎大学高橋るみ子先生とワークショップを実施。
※この事業は芸術文化事業です。

29
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）

9/9 日南市立南郷小学校 宮崎県立延岡しろやま支援学校高千穂校
南郷小3年生
67名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが日南市立南郷小学校に行ってきました。3年生67名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

28
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	日南市立吾田小学校

9/9 日南市立吾田小学校 文化庁
吾田小4年生
52名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが日南市立吾田小学校に行ってきました。4年生52名対象にワークショップを実
施。
※この事業は学校文化事業です。

27
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	串間市立本城中学校

9/5 串間市立本城中学校
文化庁

中学1年生3名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型）の実施の
ため東京より桂歌春さんをお呼びして１年生３名対象にワークショップを実施。NPO法人子ども文化セ
ンターがコーディネートを担当
※この事業は学校文化事業です。

26
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	延岡市立土々呂小学校

9/5 延岡市立土々呂小学校 文化庁
土々呂小6年生
63名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが延岡市立土々呂小学校に行ってきました。６年生６３名対象にワークショップを
実施。
※この事業は学校文化事業です。

25
文化庁事業「文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」（npo法人提
案型）IN	高千穂町立高千穂小学校

8/31  高千穂町立高千穂小学校 文化庁
 高千穂小1年生
60名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業（npo法人提案型））の実施
のためんまつーポスが高千穂町立高千穂小学校に行ってきました。1年生60名対象にワークショップを
実施。
※この事業は学校文化事業です。

24 「おでかけアリオス	んまつーポス身体表現ワークショップ」	IN	大浦小学校 8/28・9/24・11/26・12/8 大浦小学校
いわき市
いわき芸術文化交流館アリオス

3年生33名
4年生26名
合計59名

んまつーポス＋宮崎大学（高橋るみ子）が、10月まで月1回訪問し、長期にわたり全（4回）”体育”の
授業の中で身体表現ワークショップを実施します。
※この事業は学校文化事業です。

23 宮崎市Mkids講習会 8/24 宮崎市市民文化ホール会議室 宮崎市小学校体育連盟 宮崎市内の体育主任
小学校の体育主任を対象にM-KID'Sエクササイズ（宮崎市の子ども達の体力低下・運動嫌いを防止する
ために宮崎市舞踊学研究室と宮崎市教育委員会が協働で開発したダンス教材）の伝達ワークショップ。
※この事業は学校文化事業です。

22 回遊型ダンス鑑賞ツアーダンス	mini-can（みにきやん） 8/9 都城市総合文化ホール大ホール 都城市総合文化ホール 都城市民
4ジャンルから6チームが参加してホール内の様々な場所で15分程度の発表を行うショーケース。んま
つーポスが参加。
※この事業は芸術文化事業です。

21 平成2７年度	演劇の学校	「とりあえずからだを動かして、踊ってみよう」 8/5 "メディキット県民文化センター中練習室 宮崎県立芸術劇場 受講生１８名
期間限定の演劇活動を通して、専門的な知識や演劇的な教養を幅広く学ぶための講座。んまつーポスが
担当している講座は「とりあえずからだを動かして、踊ってみよう！」
※この事業は芸術文化事業です。

20
平成27年度宮崎県女子体育連盟夏季実技講習会
じゃがじゃがサマーセミナー2015

8/1
メディキット県民文化センター
大・中練習室

宮崎県女子体育連盟 宮崎県内の教員	約２０名
現職教員を対象に、表現創作ダンスの新教材を発表する場。
※この事業は学術研究事業です。



19 まつりえれこっちゃみやざき	２０１５	審査員 7/25・7/26 宮崎市橘通 まつりえれこっちゃみやざき実行委員会宮崎市民
昨年に引き続き、ジュニア部門、中高生部門、一般部門の審査員にんまつーポスが選ばれ、審査をしま
した。
※この事業は地域文化事業です。

18
真夏の激アツ体育イベント	んまつーポス
《レッツ！スポーツBOYS	&	GIRS》

7/18～7/20 十和田市現代美術館 十和田市現代美術館
十和田市現代美術館企画展「JUMP展」関連イベント《レッツ！スポーツBOYS	&	GIRS》でパフォーマン
スを実施。
※この事業は芸術文化事業です。

17
宮崎県教職員互助会スクールコンサート
in	高千穂町立田原中学校

7/14
高千穂町立田原中学校
体育館

宮崎県教員互助会
田原中全校生
191名

県内在住アーティストや県外アーティストによるコンサートを対象校で実施。
※この事業は学校文化事業です。

16 大学で学ぼう	んまつーポス現代芸術的体育 7/12 宮崎大学教育文化学部棟７F 宮崎大学教育文化学部 宮崎大学附属中学生５名 ※この事業は学校文化事業です。

15 平成27年度	体育・保健体育指導者講習会 7/6 KIRISHIMA	ツワブキ武道館	主道場 宮崎県教育庁スポーツ指導センター
小・中・高等学校、中等教育学校
特別支援学校の教員

宮崎県の小・中・高等学校、中等教育学校特別支援学校の教員を対象に行った創作ダンス教材の提案。
※この事業は学術研究です。

14
平成27年度文化庁平成27年度	文化庁「文化芸術による子供の育成事業（芸術家派
遣事業）」（学校申請型）	IN	日南市立細田中学校

7/3・7/9・7/13
日南市立細田中学校
体育館

文化庁
細田中全校生
70名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業）の実施のためんまつーポス
が日南市立細田中学校に行ってきました。全校生徒70名対象にワークショップを実施。
※この事業は学校文化事業です。

13 はじめてのコンテンポラリー・ダンス　Part8 6/25
メディキット県民文化センターイベントホー
ル

主催：宮崎大学教育文化学部舞踊
学研究室
共催・制作：MIYAZAKI	C-DANCE
CENTER

入場者数、関係者数
約１００名

宮崎大学からの招待状「子どもたちや市民のためのアートの場」コンテンポラリー・ダンス公演。
※この事業は芸術文化事業です。

12 宮崎市スクルコンサート事業	IN	宮崎市立穆佐小学校 6/25 	宮崎市立穆佐小学校体育館
宮崎市
みやざき子ども文化センター

	穆佐小学校全校児童
県内在住アーティストや県外アーティストによるコンサートを対象校で実施。
※この事業は学校文化事業です。

11 「おでかけアリオス	んまつーポス身体表現ワークショップ」	IN	湯本第三小学校 6/18・7/16・8/27・9/24 いわき市立湯本第三小学校
いわき市
いわき芸術文化交流館アリオス

2年生38名
んまつーポス＋宮崎大学（高橋るみ子）が、10月まで月1回訪問し、長期にわたり全（4回）”体育”の
授業の中で身体表現ワークショップを実施します。
※この事業は学校文化事業です。

10
平成27年度文化庁平成27年度	文化庁「文化芸術による子供の育成事業（芸術家派
遣事業）」（学校申請型）	IN	宮崎市立倉岡小学校体育館

6/17・7/8・9/10
倉岡小学校体育館
体育館

文化庁
倉岡小１、２年生
57名

平成27年度文化庁「文化芸術による子供の育成事業」（芸術家の派遣事業）の実施のためんまつーポス
が宮崎市立倉岡小学校に行ってきました。１、２年生57名対象にワークショップを実施。
※この事業は学校文化事業です。

9 International	Comic	Dance	Festival(CoDance	2015) 6/3・6/4
Nowon	Arts	Center,
Nowon	Outdoor	Stage 

	Comic	Dance	Festival	実行委員会
んまつーポス韓国招聘公演（Nowon）
※この事業は芸術文化事業です。



8 んまつーポス現代芸術的体育	in	宮崎県立看護大学 5/28
宮崎県立看護大学
体育館

看護大学生
70名

宮崎大学教育文化学部附属教育協働開発センター	の竹内元先生の看護大学の講義の外部講師として、
んまつーポス現代芸術的体育を実施しました。
※この事業は学校文化事業です。

7 宮崎市実技研修会（創作ダンス） 5/25 宮崎市体育館 宮崎市教育委員会 宮崎市内教員３０名
宮崎市内の体育、保健体育の教員を対象に行った創作ダンス教材の提案。
※この事業は学術研究です。

6 みんなジャンプ(ＭＪ) /5/24・7/5・8/2・8/9
都城市総合文化ホール関之尾の滝、神柱公
園、など

都城市総合文化ホール 都城市内の小学生10人
んまつーポスの3人のアーティストと一緒に、都城のいろんな場所で、“踊る”動画をとり、とった動
画はユーチューブにアップ！
※この事業は芸術文化事業です。

5 「こうさくてん」パンドーラ	IN	金沢21世紀美術館 5/16・5/17 金沢21世紀美術館 日本こうさく学研究会 来場者：9000人
こうさく展（コンテンポラリー・アート）でパフォーマンスを行いました。
※この事業は芸術文化事業です。

4 第14回宮崎県障がい者スポーツ大会 5/10
ＫＩＲＩＳＨＩＭＡ	ヤマザクラ宮崎県総合
運動公園	・	宮崎エースレーン

主催:宮崎県	宮崎県教育委員会	宮
崎県社会福祉協議会	宮崎県障害者
スポーツ協

スタッフ：宮崎大学学生　名
昨年度に引き続き宮崎県障害スポーツ大会のオープニングエクササイズの構成・演出を担当。
※この事業は地域文化事業です。

3 宮崎国際音楽祭　こどもきらめく音楽祭	in宮崎市民文化ホール 5/9 宮崎市民文化ホール	大ホール
主	催：宮崎市	・ＮＰＯ法人みや
ざき子ども文化センター

キッズスター参加者１３名
チェロ奏者	古川展生氏とんまつーポス、キッズスターの子どもたちがコラボレーション！コンテンポ
ラリーダンス作品を上演しました。
この事業は芸術文化事業です。

2 六本木アートナイト2015 4/25・4/26 六本木ヒルズ周辺 六本木アートナイト実行員会
のべ70〜８０万人
※六本木アートナイト全体

六本木アートナイト2015のプログラムの一つ。トラックでさまざまな都市とネットワークし、街中の空
き地の有効活用、ダンスにおける新たなmobility（機動性・移動性）を探る「ダンス・トラック・プロ
ジェクト」。10組のダンスアーティスにんまつーポス豊福彬文が参加。
※この事業は芸術文化事業です。

1 キッズスター 4/9〜３/19	(全11回) きらきらアート子ども園 子ども文化センター 宮崎市内の小学生約20名
んまつーポスのみのわ、豊福と一緒に、１年間かけて「身体を動かす楽しさ」や「自分を表現する」こ
とを学んでいきます。
※この事業は地域文化事業です。

学校文化事業		…76件　

芸術文化事業…19件　

地域文化事業…13件　

学術研究　　	…6件

総事業数�113件


