
❶10:20-11:00 ❷12:20-13:00時間

うりんこ劇場／日本児童･青少
年演劇劇団協同組合

初めての芸術体験のモチーフ
に選んだのは「マリモ」。自然
とのつながりの中で球体に
育っていく毬藻の不思議を、赤
ちゃんと共に感じてください。

24か月未満の赤ちゃんと保護者15組限定対象

B1b

申込

鑑賞

01
02
ベイビーミニシアター
「MARIMO」

時間 申込

鑑賞

C2

C1

C2

校庭

0歳-3歳対象

チリンとドロン

歌とコントラバスによる、世界
のわらべ歌や遊び歌によるコ
ンサートです。赤ちゃんをだっ
こして、手遊びしたり、声をだ
したり、踊ったり参加しながら
楽しめます。
（開場時間 10：15～）

3歳から対象

時間

劇団風の子／日本児童･青少
年演劇劇団協同組合

おひさまポカポカいい天気。ポ
ロロンって聞こえてきたよ。それ
はね、手回しオルゴールの音な
んだって。ポロロンって音が出る
と、いろんなお話がとびだしてく
るみたい。お楽しみにね!

10:30-11:10

チリンとドロンの
コンサート03 A1 A1

A4 A4 A4

申込

鑑賞

11:40-12:30

ポロロンシアター
「げんきかーい」

４歳以上対象

ともしび音楽企画／
日本青少年音楽芸能協会

世界の歌や遊びで楽しみなが
ら、いろいろな国のあいさつ
の言葉を覚えましょう! 後半
は日本のわらべ歌や伝承あそ
びをどうぞ。手話を交えた歌
なども登場するよ。

5歳から対象

人形芝居燕屋
全国専門人形劇団協議会

トランクの中からグリム童話
が次々ととびだしてきます。
みなさん、よくご存じのお話
が、どんな人形劇になってい
るのか、いないのか? それは
見てのお楽しみ。

04

申込15:10-16:10時間

サムライになって
チャンバラ体験11

申込

鑑賞

10:00-11:00時間

人形劇
「グリムのかばん」

５歳-小学３年生対象

日本俳優連合アクション部会

アクションは相手と心を合わ
せることが一番大事な「演
技」です。きみもアクション
ヒーローになって、パンチに
キック、マット運動などにチャ
レンジしてみよう!

07 NNT

整理券

整理券 整理券

❶13:10-14:00
❷14:40-15:30

時間

あそぶんぶんと
わくわくの森

C1

申込13:20-14:20時間

きみもアクションスターに
なろう！10

C2

整理券

鑑賞

15:10-16:10時間

ファミリーコンサート
「瑠璃色の星の子どもたちへ」

4歳-小学1年生対象

東京シティ・バレエ団
日本バレエ団連盟

あこがれのバレエに初挑戦。
生演奏に合わせて、楽しく踊っ
てみよう!

05
時間 申込

体験

13:30-14:20

初めてのバレエ体験06 B2

体験

申込15:00-16:30　時間

おどるって楽しい！
日本舞踊12

体験

10:00-11:00時間

能know体験!13

体験

13:30-14:30時間

にほんの楽器、お囃子体験14

体験

体験 体験

08
09

B1b ギャラリー

申込 申込

500円

500円

体験

200円

体験

13:30-16:00時間

新宿区こども会議所
～名刺づくり・交換体験～22

体験

A3A2

ウッド
デッキ

日本映画テレビ照明協会

映画のワンシーンを再現した
精密で精巧な1/21手作りジ
オラマがキミを待ってる! 小
型カメラでジオラマを大型モ
ニターに映したら、キミも特
撮キャメラマン! スマホで動
画撮影もできるよ!
※出入り自由

11:00-15:30時間

撮影スタジオジオラマで
あなたも特撮ファン!25

整理券

A1A4

11:40-12:40時間

23

体験

14:00-15:00時間

シンセサイザーで
音楽しよう!24

体験

体験

人形劇団ひぽぽたあむ
全国専門人形劇団協議会

思わず手が出る美しい材料と
道具! 切ったり貼ったりして
いるうちに、あらら…。誰も見
たことのない生き物が!

❶13:30-14:30 ❷14:40-15:40時間

だれも見たことのない
生き物をつくろう

イッツフォーリーズ
日本青少年音楽芸能協会

「いずみたく」と「やなせたか
し」。ふたりの出会いから生ま
れたたくさんの歌。ミュージカ
ルカンパニー・イッツフォー
リーズが贈る、老若男女がみん
なで楽しめるコンサートです。

13:00-13:40時間

ファミリーコンサート
「ボクたちのうた　手のひらを太陽に」28

tricolor duo
（中藤有花・長尾晃司）＆
須貝知世

かろやかな音色に、きっと心
もおどりだす♪赤ちゃんも子
どもも大人もいっしょに楽し
んでね。
※出入り自由です

12:30-13:00時間

アイルランド音楽ライブ29

C1

整理券整理券

B2 B2

申込14:50-15:40時間

II

体験

申込

体験

A3

11:10-12:10時間

キッズ落語講座15 18

体験

時間

三味線ちんとんしゃん♪

体験

11:10-12:00時間

テーブルマジックに
チャレンジ！19

❶10:00-11:00
❷11:30-12:30

16
17

❶14:30-15:30
❷15:30-16:30

時間

ヴィヴィアン
ヘッドドレス ワークショップ

20
21

26
27

鑑賞 鑑賞

体育館 体育館 体育館

NPOサウンドクリエイター／
日本アコーディオン協会

はじめてでもアコーディオン
や打楽器を体験できます(限
定20名! ）ペットボトルオー
ケストラでは、ペットボトル打
楽器「しゃかたん」を作ってみ
んなで演奏！最後に全員で合
奏だ!

10:20-11:40時間

アコーディオン／打楽器体験で
ペットボトルオーケストラと合奏しよう!

30 ファミリー寄席31
体験

お囃子：木本惠子社中／
落語芸術協会

お子さんから大人まで、みん
なの心をガッチリつかんでは
なさない! 毎年大好評の寄
席プログラム!

13:10-14:10時間

日本奇術協会

今年も多くのお客様に親しま
れ、夢や希望そしてファンタ
ジーな世界をお届けする感動
のイリュージョンマジックをお
楽しみください。

15:40-16:20時間

イリュージョン
マジックSHOW32

神楽坂まち飛びフェスタ実行
委員会

神楽坂まち飛びフェスタの名
物イベント「坂にお絵描き」
が、今年も芸術体験ひろばに
やってくる! 校庭いっぱいに
広げたロール紙に思いっきり
お絵描き! ※出入り自由

13:30-15:30時間

校庭にお絵描きしよ!33
整理券 整理券

鑑賞

鑑賞

新国立劇場演劇研修所

演劇の魅力って？ 身体と想像
力をつかって、全力であそぼ
う! さあ、「わくわくの森」の
大冒険へ! 遊びを通して、想
像力と創造力を広げます。

５歳-小学３年生対象

小学生・中学生対象

日本俳優連合アクション部会

帯をしめてさやのある刀で、
抜き方、納め方、斬り方を学
ぶ本格的な内容です。形だけ
ではないサムライの所作も学
びます。

小学生対象

お囃子：木本惠子社中／
落語芸術協会

落語ってなに? 落語家が楽
しくナビゲート。おもしろい
ことや笑うことが好きな人は
必見!

小学生対象

ヴィヴィアン佐藤

お花や羽はもちろん、意外な
ものも組み合わせて、自分だ
けの特別なヘッドドレスをつ
くっちゃおう! いちばん最後
にはヴィヴィアンとの撮影会
もあるよ! (希望者のみ)

小学2年生-6年生対象

東京シティ・バレエ団
日本バレエ団連盟

あこがれのバレエに初挑戦。
生演奏に合わせて、楽しく
踊ってみよう!

小学3年生～中学生対象

小学３年生～高校生対象

日本シンセサイザープロフェッ
ショナルアーツ

リズムや電子音、ボカロなど、
いろんな音楽を作れるシンセ
サイザーを使って作曲や演奏
をしてみよう! 誰でも簡単に
音楽が作れます! 未来の
ミュージシャン大集合!!

小学生～中学生対象

東京青年会議所 新宿区委員会

自分のオリジナルの名刺を作って
みよう!!作った名刺をその場で
交換体験もできます！大人のビジ
ネス体験の第一歩。これができれ
ばきみも立派なビジネスマン!?
今注目されているEDS(SDGsを
通した持続可能な教育）のブース
も併設します!※出入り自由

小学生対象

日本奇術協会

やさしく簡単にできるマジッ
クを、一流のマジシャンと一
緒に学びます。お友達の目の
前で起こる不思議なマジッ
ク、「テーブルマジック」を覚
えちゃおう!

小学生対象

藤間眞白、泉秀彩霞、藤蔭里
燕、藤間涼太朗/日本舞踊協会

日本人らしい〝しぐさ〞がいっ
ぱいの日本舞踊。浴衣をきて、
日本の音楽に合わせて踊って
みると…いつもとちょっと違っ
た自分になれるかも!

小学生以上対象

観世九皐会（矢来能楽堂）

能楽って何? やさしい解説と
体験！能面をかけたり、お能の
演目「土蜘蛛（つちぐも）」で
使う〝くもの糸〞を投げる貴重
な経験も!

小学生以上対象

梅屋貴音、望月実加子、望月輝
美輔／長唄協会

いろんな楽器で演奏を盛り上
げるお囃子(はやし)。小鼓(こ
つづみ)・太鼓(たいこ)・篠笛
(しのぶえ)を体験して、音を出
すわくわくを感じてみよう!

清元協会

日本の音楽にたくさん使われて
いる三味線。音を出すのは意外
とカンタン。みんなで合奏の
チャレンジしてみよう!

小学生対象

I

500円200円

体験

整理券

初めてのバレエ体験

山勢麻衣子 他／日本三曲協会

箏(こと)は昔から演奏されて
きた日本の楽器です。実際に
触って弾いてみましょう! す
ぐに「さくらさくら♪」が弾け
ますよ!

お筝をひいてみよう!
（尺八体験もあり!）

0歳～ 3歳～

小学生～

小学生～

5歳～

4歳～

どなたでも

小学生～どなたでも

どなたでも

材料費・参加費がかかります
当日、各プログラムの会場でお支払いください。

鑑賞型プログラム 会場の場所体験型プログラム
事前の申込が必要です
詳しくは裏面の申込方法をご覧ください。
※定員に空きがある場合は、当日参加可能です。

整理券を総合案内で
当日午前9時30分から配布します。

新宿区民の文化活動のきっかけ作りとして、新宿区では、区内で活動する文化芸術団体や
芸術家などと協働し、気軽に本格的な文化芸術体験を提供しています。

新宿フィールドミュージアム」協議会の構成団体によるプログラム。「新宿フィールドミュージアム」は、
新宿区内で開催される文化芸術イベントの情報を発信する新宿区の事業です。

整理券 お金申込

01 02
03

04

0.1.2歳

3歳～
4歳～

5歳～

小学生～

どなた
でも

10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00 16：30 17：00

10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00 16：30 17：00
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17 18

15 14

鑑賞 A棟 B棟 C棟

体育館 校庭 NNT

体験

石井裕

AKIRA

丸一小助・小時桂笹丸

春風亭小柳

桂笹丸

春風亭小柳

機材協力：㈱コルグ、ローランド㈱、
㈱ヤマハミュージックジャパン




