
１．芸術文化鑑賞機会提供事業

（１）文化庁提供事業

開催校 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

恩納村立恩納小学校 7月1日 (水) １次募集 261 25 1 1

本部町立本部中学校 7月6日 (月) １次募集 80 10 1 1

大宜味村立大宜味小学校 中止 １次募集

名護市立小中一貫教育校緑風学園 7月2日 (木) １次募集 174 48 1 1

本部町立上本部小学校 7月9日 (木) WSのみ 34 2 1 1

沖縄市立越来小学校 7月10日 (金) WSのみ 37 3 1 1

沖縄市立島袋小学校 中止 １次募集

南城市立馬天小学校 中止 １次募集

沖縄市立諸見小学校 中止 １次募集

名護市立屋部小学校 中止 １次募集

うるま市立宮森小学校 中止 １次募集

名護市立名護小学校 中止 １次募集

本部町立瀬底小学校 11月19日 (木) １次募集 97 23 2 1

西原町立西原南小学校 中止 １次募集

伊江村立西小学校 1月19日 (火) １次募集 134 26 1 1

竹富町立波照間小中学校 12月18日 (金) １次募集 47 12 1 1

石垣市立平真小学校 11月6日 (金) １次募集 631 30 1 1

伊江村立伊江中学校 11月18日 (水) １次募集 117 46 1 1

久米島町立大岳小学校 11月20日 (金) １次募集 73 16 1 1

竹富町立船浦中学校 中止 追加募集 演芸 公演団体：カンジヤマ・マイム

那覇市立天妃小学校 2月17日 (水) 追加募集 150 11 1 1 ミュージカル 公演団体：ACO沖縄

竹富町立西表小中学校 2月16日 (火) 追加募集 40 20 1 1 演芸 公演団体：CHURA

計22校(中止9校含) 1,875 272 14 13

演芸 公演団体：CHURA

オーケストラ
公演団体：
京都フィルハーモニー室内合奏団

平真小学校：オーケストラ西表小中学校：演芸

児童劇 公演団体：人形劇団クラルテ

現代舞踊
公演団体：
　　　ナチュラルダンステアトル

オーケストラ 公演団体：広島交響楽団

音楽劇

児童劇

公演団体：東京オペレッタ

公演団体：劇団風の子九州

人形浄瑠璃 公演団体：淡路人形協会

Ⅵ　芸術文化の振興

開催月日

　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。

その他の参加者(379人) 参加児童生徒総数(14,870人)公演等総数(113回)

①「文化芸術による子供育成総合事業」（巡回公演事業）

大岳小学校：オーケストラ

児童の感想 石垣市立平真小学校６年 【オーケストラ：京都フィルハーモニー室内合奏団】

私がこの夢いっぱいコンサートで一番印象的だったのがピッコロを吹いていた人の指が早く動いていたことです。それに音色

はとてもきれいですごいと思いました。また、アイネ・クライネ・ナハトムジークの第1楽章は、よくＣＭやテレビで聞きます。

そしてびっくりしたことはポストホルンです。息だけで色んな音程を出せるってとってもすごい事だと私は思います。そして、

最後に校歌を歌って楽しかったです。はじめて聞いてびっくりしたのが弦楽器で一番低いコントラバスでは、約10ｋｇあるとい

う事です。京都フィルハーモニー室内合奏団の演奏はとてもきれいで迫力がありました。強弱のついている部分は特にゾクッと

しました。いつか京都に行くときにはコンサートを見に行こうと思います。
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開催校 備考
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人)

公演回数 分野 内容 被派遣者氏名

読谷村立古堅南小学校 １次募集 300 3 音楽 その他 比嘉　祥人

与那原町立与那原中学校 １次募集 220 3 音楽 その他 比嘉　康志

沖縄県立桜野特別支援学校 １次募集 音楽 管楽器 曽根　哲夫

沖縄県立沖縄高等特別支援学校 12月17日 (木) １次募集 37 1 音楽 管楽器 曽根　哲夫

沖縄県立泡瀬特別支援学校 1月13日 (水) １次募集 40 1 音楽 管楽器 曽根　哲夫

 沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校 1月7日 (木) １次募集 57 1 音楽 管楽器 曽根　哲夫

沖縄県立那覇特別支援学校 １次募集 音楽 管楽器 曽根　哲夫

沖縄県立大平特別支援学校 12月15日 (火) １次募集 23 1 音楽 管楽器 曽根　哲夫

沖縄県立森川特別支援学校 12月15日 (火) １次募集 18 1 音楽 管楽器 曽根　哲夫

沖縄県立鏡が丘特別支援学校 12月23日 (水) １次募集 66 1 音楽 管楽器 曽根　哲夫

沖縄県立沖縄盲学校 12月8日 (火) １次募集 32 1 音楽 管楽器 曽根　哲夫

沖縄県立西崎特別支援学校 2月16日 (火) １次募集 60 1 音楽 管楽器 曽根　哲夫

沖縄県立島尻特別支援学校 １次募集 90 2 音楽 その他 新崎　誠実

嘉手納町立嘉手納小学校 １次募集 303 3 演劇 現代劇 與那嶺　圭一

石垣市立川平小学校 １次募集 111 3 演劇 現代劇 島袋　寛之

南城市立知念中学校 9月15日 (火) １次募集 42 1 音楽 その他 高見　信行

南城市立佐敷中学校 １次募集 119 2 音楽 その他 高見　信行

南城市立大里中学校 9月17日 (木) １次募集 70 1 音楽 その他 高見　信行

南城市立久高中学校 10月27日 (火) １次募集 12 1 音楽 その他 喜名　雅

南城市立玉城中学校 １次募集 120 2 音楽 その他 喜名　雅

那覇市立城東小学校 １次募集 209 2 音楽 その他 比嘉　祥人

糸満市立米須小学校大度分校 12月8日 (火) １次募集 9 1 音楽 その他 松澤　つばさ

糸満市立三和中学校大度分校 12月8日 (火) １次募集 12 1 音楽 その他 松澤　つばさ

今帰仁村今帰仁中学校 10月13日 (火) １次募集 297 1 音楽 声楽 田里　直樹

沖縄県立那覇西高等学校 １次募集 187 3 音楽 その他 新崎　誠実

宜野湾市立普天間小学校 １次募集 291 3 演劇 現代劇 與那嶺　圭一

与那国町立与那国小学校 １次募集 148 2 音楽 その他 筒井　茜

与那国町立比川小学校 11月10日 (火) １次募集 11 1 音楽 その他 筒井　茜

与那国町立久部良小学校 11月11日 (水) １次募集 47 1 音楽 その他 筒井　茜

与那国町立久部良中学校 11月11日 (水) １次募集 21 1 音楽 その他 筒井　茜

浦添市立前田小学校 １次募集 音楽 パーカッション 野尻　小矢佳

浦添市立宮城小学校 １次募集 音楽 パーカッション 野尻　小矢佳

浦添市立浦添小学校 １次募集 224 3 音楽 管楽器 比嘉　康志

浦添市立内間小学校 １次募集 音楽 パーカッション 野尻　小矢佳

浦添市立当山小学校 １次募集 180 2 音楽 弦楽器 瀧村　依里

浦添市立浦城小学校 １次募集 147 2 音楽 弦楽器 瀧村　依里

浦添市立沢岻小学校 １次募集 240 3 音楽 パーカッション 野尻　小矢佳

沖縄市立宮里小学校 １次募集 582 3 演劇 現代劇 島袋　寛之

沖縄市立島袋小学校 １次募集 225 3 演劇 現代劇 島袋　寛之

沖縄市立比屋根小学校 １次募集 演劇 現代劇 與那嶺　圭一

沖縄市立安慶田小学校 １次募集 255 3 演劇 現代劇 與那嶺　圭一

沖縄市立山内小学校 １次募集 351 3 演劇 現代劇 島袋　寛之

沖縄市立コザ小学校 １次募集 147 3 演劇 現代劇 島袋　寛之

沖縄市立諸見小学校 １次募集 234 3 演劇 現代劇 蔵元　利貴

沖縄市立室川小学校 １次募集 153 3 演劇 現代劇 蔵元　利貴

沖縄市立北美小学校 １次募集 演劇 現代劇 與那嶺　圭一

うるま市立津堅小学校 １次募集 音楽 その他 松澤　つばさ

うるま市立津堅中学校 １次募集 音楽 その他 松澤　つばさ

7/17,8/13,14

中止

開催月日

11/16,17

9/14,16

11/4,5,6

中止

12/21,22,23

11/24,25,26

11/4,5,6

中止

12/15,16,17

9/2,3,15

7/1,2,3

11/18,19

7/8,9,10

中止

12/2,3

12/7,8,9

7/6,7,8

11/9,10

中止

中止

11/16,17,18

中止

中止

　　当該分野における講話、実技披露、実技指導等を実施する。

②「文化芸術による子供育成総合事業」（芸術家の派遣事業）

12/8,9,10

中止

3/8,910

10/29,30

2/4,5

10/20,21,22
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開催校 備考
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人)

公演回数 分野 内容 被派遣者氏名開催月日

うるま市立伊波中学校 12月7日 (月) １次募集 358 1 音楽 その他 松澤　つばさ

うるま市立具志川小学校 １次募集 演劇 現代劇 島袋　寛之

名護市立屋我地中学校 １次募集 音楽 管楽器 國末　貞仁

名護市立屋部中学校 １次募集 音楽 ピアノ 中川　賢一

名護市立東江中学校 １次募集 音楽 声楽 田里　直樹

名護市立屋部小学校 １次募集 333 2 音楽 ピアノ 中川　賢一

名護市立羽地中学校 １次募集 171 2 音楽 ピアノ 中川　賢一

名護市立東江小学校 １次募集 427 3 音楽 ピアノ 木内　香苗

名護市立名護小学校 １次募集 255 2 音楽 声楽 亀谷　早紀

名護市立真喜屋小学校 １次募集 音楽 声楽 亀谷　早紀

宮古島市立久松小学校 12月14日 (月) １次募集 369 1 音楽 ピアノ 棟久　木綿佳

宮古島市立平良第一小学校 １次募集 音楽 ピアノ 棟久　木綿佳

宮古島市立城辺小学校 １次募集 音楽 ピアノ 棟久　木綿佳

宮古島市立西辺小学校 12月16日 (水) １次募集 105 1 音楽 ピアノ 棟久　木綿佳

宮古島市立砂川小学校 12月15日 (火) １次募集 64 1 音楽 ピアノ 棟久　木綿佳

計63校(中止16校含) 7,772 89

開催校 備考
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人)

公演回数 分野 内容 被派遣者氏名

浦添市立沢岻小学校 11月9日 (月) 123 1 美術 洋画 根岸　右司

開催校 備考
児童生徒

数(人)
職員保護
者数(人)

公演回数 分野 内容 制作・公演団体・演目

恩納村立山田小学校 11月18日 （水） 156 1

糸満市立喜屋武小学校 11月16日 （月） 73 19 1

嘉手納町立屋良小学校 11月20日 （金） 317 1

南城市立玉城小学校 11月25日 （水） 413 28 1

恩納村立安富祖小学校

南城市立知念中学校 1月14日 (木) 147 20 1

西原町立西原中学校 1月15日 (金) 183 11 1

宮古島市立伊良部島小学校 音楽 オーケストラ 公演団体：テレマン室内オーケストラ

八重瀬町立東風平小学校 1013 2 演劇 ミュージカル 公演団体：夢団

計９校(中止２校含) 2,302 78 8

（2）沖縄県提供事業

①沖縄県こども青少年芸術劇場

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 公演数 種目 公演団体

石垣市立白保小学校 10月14日 (水) 単独 108 14 1 1

石垣市立名蔵小中学校 10月15日 (木) 小中合同 41 15 1 1

計2校 149 29 2 2

中止

中止

中止

開催月日

中止

10/27,28

12/8,9

11/11,12,13

中止

中止

④「子供のための文化芸術体験機会の創出事業」

開催月日

中止

中止

12/16,17

主管：義務教育課・県立学校教育課

中止

11/19,20

琉球交響楽団木管五重奏

③「子供　夢・アート・アカデミー」

⑤「文化芸術による子供育成総合事業」－コミュニケーション能力向上事業＜学校申請方式＞

実施：17校　2,649名

演劇 児童劇 公演団体：劇団ポプラ

音楽 オーケストラ
公演団体：
　ザ・カレッジオペラハウス管弦楽団

令和２年
度

第1次
補正予算

事業
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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

開　催　期　間： 令和２年７月31日（金）～10月31日（土）

開　催　場　所：

参　加　部　門：

 　　　　　　　　　　　　　　　
本 県 参 加 生 徒 ： 233名（作品出品や録画動画等での参加）

 ＜主な成績＞

写真部門：

自然科学部門：

開 催 期 間： 令和2年9月19日(土)～11月22日(日)

開 催 場 所： 沖縄市民会館（総合開会式）他10会場

開 催 部 門 ： 21部門（中止3部門含む） (総参加人数：3,001人、総合開会式参加者：589人)

総合開会式：郷土芸能部門　八重山高校郷土芸能部門　「今日が日ば　黄金日ば」

③沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラム

　 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。

15部門（合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、マーチングバンド、郷土芸能、美術・工芸、書
道、写真、放送、弁論、文芸、自然科学、小倉百人一首かるた、ボランティア、軽音
楽）

◆新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業中止。

Web上での開催

ポスター発表：昭和薬科大学附属高校科学部　研究奨励賞

知念高校　島袋　禎礎（３年）　奨励賞

②第44回沖縄県高等学校総合文化祭

①第44回全国高等学校総合文化祭高知大会（新型コロナウイルス感染症のためWeb開催）

　　４部門（写真、新聞、放送、自然科学）のみで審査が行われた。

総合開会式：器楽管弦楽部門　沖縄合同オーケストラ　　　　　　　合唱部門　那覇高校合唱団
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(2)沖縄県中学校文化連盟

◆新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

期日・場所：

参加状況：

展示部門：2,099点

舞台部門：395人　琉球舞踊、郷土芸能、合唱、吹奏楽、マーチング、リコーダー、
　　　　　　　　　　　 演劇、バンド、ダンス等

展示の部：令和2年12月15日（火）～20日（日）
　　　　　　　沖縄県立博物館・美術館県民ギャラリー

　マーチング：うるま市立具志川中学校吹奏楽部　　　　郷土芸能：石垣市立大浜中学校郷土芸能部

　　　吹奏楽：沖縄市立美東中学校吹奏楽部　　　　　　　　　　　　　　展示の部

①第20回全国中学校総合文化祭　福岡大会

③第26回沖縄県特別支援学校中学部総合文化祭

舞台の部：令和2年12月19日（土）　アイム・ユニバースてだこホール

◆新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

　「繋ぎ繋がれ　花咲け文化　僕らが創る　未来のカタチ」のテーマの下、沖縄県中学校総合文化祭を開
催した。

②第26回沖縄県中学校総合文化祭　 
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３．行事共催等の承認

№ 承　認
年月日

行　事　等　の　名　称 主　催　者
共
催

後
援

1 4/13 第72回「沖展」 沖縄タイムス社 〇

2 5/22 第4回「全国はがき筆文字展」 全国はがき筆文字展実行委員会 ○

3 6/15 第8回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト
沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト実行委員会
沖縄県高等学校文化連盟 ◯

4 6/15 第44回沖縄県高等学校総合文化祭 沖縄県高等学校文化連盟 ○

5 6/16
令和２年度　沖縄県立博物館・美術館　博物館特別展
「岩石」―石ころから見える地球のダイナミズム―

沖縄県立博物館・美術館 ○

6 6/16 第42回読売学生書展 読売新聞社 ○

7 6/22 ガクアルFESTSA２０２０夏　高校生ダンスコンテスト（ビデオ審査） 株式会社ガクアル、ガクアルフェスタ実行委員会 ○

8 6/26 第13回沖縄県高等学校ＩＴ選手権大会　表計算部門 沖縄県高等学校文化連盟情報専門部 ○

9 7/6 ガクアルFESTA高校生LIVEステージ（無観客＆LIVE配信形式） 株式会社ガクアル、ガクアルフェスタ実行委員会 ○

10 7/14 浅海底の戦争遺跡USSエモンズ伝承プロジェクト 九州大学浅海底フロンティア研究センター ○

11 7/21 Premiums Project for Kids 「Premiums Concert ONLINE」 プレミアムズプロジェクト事務局 ○

12 8/12 第32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
沖縄県高等学校書道教育研究会 ○

13 8/19
第16回こころの芸術・文化フェスティバル
（新型コロナ感染症の影響により中止）

芸術・文化講座開催等事業運営実行委員会 ○

14 8/24
サバニに関する講演会・展示会
奥武島のサバニ造船技術―地域の手わざの継承と発展―

一般財団法人沖縄美ら島財団総合研究センター ○

15 9/2
令和２年　沖縄県立博物館・美術館　博物館企画展
                          「沖縄の藍―自然と人が織りなす製藍の技―」

沖縄県立博物館・美術館 〇

16 9/8 第26回沖縄県中学校総合文化祭 沖縄県中学校文化連盟 ○

17 9/9 第33回マーチング　イン　オキナワ　2020 日本マーチングバンド協会沖縄支部 ○

18 10/1
沖縄県立博物館・美術館　令２元年度琉球王国文化遺産集積・再
興事業巡回展「手わざ―琉球王国の文化―」

沖縄県立博物館・美術館 〇

19 10/13 ガクアルFESTA高文連軽音楽コンテスト
ガクアルフェスタ実行委員会（株式会社ガクアル、沖
縄県高等学校文化連盟軽音楽専門部） ○

20 10/14 いっこく堂講演会 一般財団法人　沖縄県教職員共済会 ○

21 10/14 第1回全国小学校棋童戦沖縄県予選 日本将棋連盟沖縄県支部連合会 ○

　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。
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№ 承　認
年月日

行　事　等　の　名　称 主　催　者
共
催

後
援

22 10/15
第5回おきなわ伝統芸能「若衆芸術祭」
―琉球新報・沖縄芸能連盟次世代プロジェクト―

琉球新報社、沖縄芸能連盟 ○

23 10/26 ステージで楽しもう！　～チャレンジしたみなさんへ～ 一般社団法人　全日本ピアノ指導者協会沖縄支部 ○

24 11/18
沖縄なは子ども劇場　抵抗合同定例鑑賞会
人形劇団ひとみ座　「はれときどきぶた」

沖縄なは子ども劇場 ○

25 11/24 第45回ピティナ・ピアノコンペティション　沖縄地区予選・本選 一般社団法人　全日本ピアノ指導者協会 ○

26 11/25
御大典記念　特別展「よみがえる正倉院宝物－再現模造にみる天
平の技－」

一般財団法人沖縄美ら島財団 〇

27 11/26
令和２年度沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業
ガクアルFESTA2020スペシャル

株式会社ガクアル、ガクアルフェスタ実行委員会 ○

28 12/8 第29回『ゆかる日まさる日さんしんの日』 琉球放送株式会社 ○

29 12/17
令和２年度文化財庭園保存技術者協議会沖縄県研修会
（新型コロナウイルスに伴い延期）

文化財庭園保存技術者協議会 ○

30 1/12 沖縄県の蝶（県蝶）制定記念式典・講演会・放蝶 沖縄県の蝶制定県民の会 ○

31 1/21 ガクアルFESTA2021春　高校生ダンスコンテスト 株式会社ガクアル、ガクアルフェスタ実行委員会 ○

32 2/8 第46回さなる杯小学生将棋名人戦沖縄県予選 日本将棋連盟沖縄県支部連合会 ○

33 2/9
PIECE OF PEACE　『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展　PART-
4

PIECE OF PEACE実行委員会
株式会社サンエーパルコ ○

34 3/19
沖縄なは子ども劇場　抵抗合同定例鑑賞会
マーガレット一家　「たっちゃんの紙芝居＋（プラス）」

沖縄なは子ども劇場 ○
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