
鑑賞活動２９年のあゆみ　　　《　作品一覧　》

例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

第　1回 1977年11月 くびなしほていどん 劇団　ひまわり 全学年 第１回準備例会

　　2回 1978年3月 バヤヤ王子 人形劇団プーク 全学年 第２回　〃

　　3回 1978年5月 おばけちゃん 前進座 全学年 第３回　〃

　　4回 1978年8月 おおどろぼうﾎｯﾂｪﾝﾌﾟﾛｯﾂ２ 人形劇団ひとみ座 全学年 初年度第１回例会

　　5回 1978年12月 あまんじゃくとうりこ姫 こんにゃく座 全学年

　　6回 1979年3月 ふりむくなペドロ 劇団　仲間 全学年

　　7回 1979年5月 火の太鼓 わらび座 全学年

　　8回 1979年9月 かぐや姫 ダークダックス 全学年

　　9回 1979年11月 花さき山 劇団　角笛 全学年 　２年度

　 10回 1980年3月
かあさんが話してくれた戦争の
話

関西芸術座 全学年

　 11回 1980年6月 眠れる森の美女 劇団　東少 全学年

　 12回 1980年10月 歩き出した小さな木 楽劇団いちょう座 低学年 第１回低高別例会

　 13回　〃 天文子守唄 劇団　風の子 高学年 　〃

　 14回 1980年12月 ワーシャとまほうの木馬 人形劇団クラルテ 全学年 　３年度

　 15回 1981年3月 親と子のためのｺﾝｻｰﾄ 新星日本交響楽団 全学年

　 16回 1981年5月 歌舞伎　文七元結 前進座 特別例会

　 17回 1981年6月 ごうつくばりのけちべえさん 劇団　たんぽぽ 高学年

　 18回 1981年7月 ジョデイとフラッグ 劇団　風の子 低学年

　 19回 1981年9月 いずみたくの音楽ランド
いずみたく　ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団
ﾌｫｰﾘｰｽﾞ

全学年

　 20回 1981年12月 夕鶴 山本安英の会 高学年 　4年度

　 21回　〃 せむしの子馬 ジュヌ・パントル 低学年

　 22回 1982年2月 ヘンゼルとグレーテル 東京室内歌劇場 全学年

　 23回 1982年5月 アニメイム・さんちゃんの海 劇団　風の子 低学年

　 24回 1982年6月 ある馬の物語 劇団　青年座 高学年

　 25回 1982年7月 むかし…むかし…音楽は 古哲リズム 低学年

　 26回　〃 ディス・イズ・コンガ 古哲リズム 高学年

　 27回 1982年10月 翼は心につけて 東京芸術座 高学年

　 28回　〃 やさしいライオン 劇団　角笛 低学年



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

　 29回 1983年1月 辻久子ヴァイオリンｺﾝｻｰﾄ 大阪センタープロ 高学年 　５年度

　 30回　〃 オニの子ブン 劇団　ひまわり 低学年

　 31回 1983年5月 15歳の出発 青年劇場 高学年

　 32回 1983年6月 ﾊﾞﾚｴｺﾝｻｰﾄ白鳥の湖第二幕 谷桃子バレエ団 低学年

　 33回 1983年7月 うかれバイオリン 人形劇団プーク 低学年 初めて地域公会堂ｽﾃｰｼﾞ

　 34回 1983年10月 サーカス 前進座 低学年

　 35回　〃 東海道中噺 人形劇団プーク 高学年

　 36回 1984年1月 森は生きている 劇団　仲間 高学年 　６年度

　 37回 1984年2月 芹洋子ファミリーコンサート イトウﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 低学年

　 38回 1984年3月 佐藤光政ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 高学年

　 39回 1984年5月 西遊記 人形劇団むすび座 低学年

　 40回 1984年6月 十一ぴきのネコ 五月舎 高学年

　 41回 1984年7月 象のいない動物園 前進座 低学年

　 42回 1984年9月 雨蛙たちの音楽会 アンサンブル・レネット 低学年

　 43回　〃 鼓童 佐渡ノ国　鼓童 高学年

　 44回 1984年12月 太鼓ようたえ 荒馬座 低学年 　７年度

　 45回 1985年1月 にんじん 東京小劇場 高学年

　 46回 1985年3月 とべ「アンパンマン」
いずみたく　ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団
ﾌｫｰﾘｰｽﾞ

低学年

　 47回 1985年4月 交響曲第５番「運命」 新星日本交響楽団 高学年

　 48回 1985年5月 石の馬 人形劇団むすび座 低学年

　 49回 1985年7月 アンネの日記 劇団　民芸 高学年

　 50回 1985年9月 乞食と王子 劇団　仲間 低学年

　 51回　〃 スーパーマイム むごん劇カンパニー 高学年

　 52回 1985年10月 アンデス物語 ソル・アモール 低学年 　８年度

　 53回 1986年1月 走れメロス 東京演劇アンサンブル 高学年

　 54回 1986年2月 あーくん宇宙戦士になりたいの 劇団　キオ 低学年

　 55回 1986年4月 井上頼豊チェロコンサート 親子音楽の会 高学年

　 56回 1986年5月 ザ・マジック　パート３ フォンティーヌ企画 低学年

　 57回 1985年6月 ブンナよ木からおりてこい 劇団　青年座 高学年



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

　 58回 1986年7月 火の鳥 親子音楽の会 低学年

　 59回 1986年10月 宝のつるはし 劇団　風の子 低学年 　９年度

　 60回 1986年11月
空を飛んだ鶏と銀色の松ボック
リ

人形劇団京芸 高学年

　 61回 1986年12月 さるじぞう コーラスシアター 低学年

　 62回 1987年1月 おっちょこちょ医 劇団　うりんこ 高学年

　 63回 1987年3月 エルマーのぼうけん 人形劇団プーク 低学年

　 64回 1987年4月 日唱と歌おうｺｰﾗｽの楽しみ 日本合唱協会 高学年

　 65回 1987年5月 はだかの王様 劇団　道化 低学年

　 66回 1987年7月 くびなしほていどん 劇団　ひまわり 高学年

　 67回　〃 ラテンリズムにのっちゃおう プレーナー楽団 低学年

　 68回 1987年9月 やんぼう・にんぼう・とんぼう 前進座 低学年

　 69回 1987年10月 女殺油地獄 人形劇団クラルテ 高学年

　 70回 1987年11月 ノアの大洪水 ガラフロニー劇団 特別例会 10周年記念海外公演

　 71回 1987年12月 ノンタンお話コンサート 親子音楽の会 低学年 　１０年度

　 72回 1988年1月 日本音楽集団コンサート 親子音楽の会 高学年

　 73回 1988年3月 ほしになったりゅうのきば 人形劇団クラルテ 低学年

　 74回 1988年5月 突然の陽ざし 劇団　風の子 高学年

　 75回　〃 魔法をかけられた王子たち 劇団　ひまわり 低学年

　 76回 1988年7月 チロヌップのきつね 劇団　角笛 低学年

　 77回　〃 きたがわてつコンサート センタープロ 高学年

　 78回 1988年9月 ライネケきつね 劇団　えるむ 低学年

　 79回　〃 ガラスの家族 劇団　新人会 高学年

　 80回 1988年12月 おのにあかべえ 人形劇団ポポロ 低学年 　１１年度

　 81回 1989年1月 いのちのバトン 劇団　ともしび 高学年

　 82回 1989年3月 それゆけクッキーマン 劇団　仲間 低学年

　 83回 1989年4月 さんしょう太夫 前進座 高学年

　 84回 1989年5月 ＵＦＯミュージックＢＯＸ ともしび音楽企画 低学年

1989年企画 　(1989年6月～1990年5月)

　 85回 1989年7月 シシとササの伝説 青年劇場 高学年



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

　 86回　〃 怪じゅうが町にやってきた 人形劇団プーク 低学年

　 87回 1989年9月 おもしろ音楽列車出発進行 京都ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ室内合奏団 低学年

　 88回 1989年10月 冒険者たち 東京芸術座 高学年

　 89回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1989年11月 風を見た少年 劇団　あとむ 低学年 　12年度

　 90回 1989年12月 民族舞踊集 わらび座 高学年 　低学年6本

　 91回 1990年1月 悟空誕生 人形劇団むすび座 低学年 　高学年5本となる

　 92回 1990年3月 黄色い扉 劇団　うりんこ 高学年

　 93回　〃 コンドルは飛んで行く 文化センターボックス 低学年

　 94回 1990年4月 カレドニア号出帆す 劇団　風の子 低学年

　 95回 1990年5月 インカ幻想 文化センターボックス 高学年

1990年企画 　(1990年6月～1991年5月)

　 96回 1990年7月 チョコレート戦争 人形劇団クラルテ 低学年

　 97回　〃 瓶の小鬼 人形劇団クラルテ 高学年

　 98回 1990年8月 まえがみ太郎 前進座 低学年

　 99回 1990年10月 翔べ、イカロスの翼 劇団　東演 高学年

　100回 1990年11月 ラテンリズムにのっちゃおう プレーナー楽団 低学年 　13年度

　101回 1991年1月 ザ・パーカッション 東京ミューズｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 高学年

　102回　〃 その名もマサリーよなぐにの猫 劇団　道化 低学年

　103回 1991年3月 終わりに見た街 前進座 高学年

　104回　〃 やってきたアラマ先生 ことばあそびの会 低学年

　105回 1991年5月 心をつなぐ音楽会 わらび座 低学年

　106回　〃 からだのマジック むごん劇カンパニー 高学年

1991年企画 　(1991年6月～1992年5月)

　107回 1991年7月 笑顔のコンサート てのひら劇場 低学年

　108回　〃 だいじょうぶ 劇団　仲間 高学年

　109回 1991年9月
ザ・マジック　華やかな水芸の
世界

フォンティーヌ企画 低学年

　110回 1991年10月 狂言「日本の笑い」 野村狂言の会 高学年

　111回 1991年11月 目をさませトラゴロウ 東京演劇アンサンブル 低学年 　14年度

　112回 1991年12月 カレーライス物語 俳優館 高学年



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

　113回 1992年1月 おおどろぼうﾎｯﾂｪﾝﾌﾟﾛｯﾂ 人形劇団ひとみ座 低学年

　114回 1992年3月 金剛山のトラたいじ 劇団　ともしび 低学年 劇場別例会

　115回　〃 天満のとらやん 劇団　コーロ 低学年 　〃

　116回　〃 アンネの日記 劇団　民芸 高学年

　117回 1992年5月 音楽物語スイミー 劇団　影ぼうし 低学年

　118回　〃 ﾋﾟｱﾉﾌｱﾝﾀｼﾞｰ戸田義明の世界 ともしび音楽企画 高学年

1992年企画 　(1992年6月～1993年5月)

　119回 1992年7月 ベッカンコおに 劇団　えるむ 低学年

　120回　〃 マウイ・チキチキ 人形劇団ひとみ座 高学年

　121回　〃 うたえバンバン ともしび音楽企画 低学年

　122回 1992年9月 星空に吠えろトランペット 劇団　エンゼル 高学年

　123回 1992年11月 バレエ「くるみ割り人形」 日本コンサート協会 低学年 　15年度

　124回 1992年12月 うたよみざる 歌座 高学年

　125回 1993年1月 ＵＢＵ－ＢＯＭＩ 劇団　ひまわり 低学年

　126回 1993年3月 王様とまほうつかいのﾁｮﾓﾁｮﾓ 人形劇団プーク 低学年

　127回　〃 そうべえごくらくへゆく 劇団　京芸 高学年

　128回 1993年5月 チビッコカムのぼうけん 劇団銀河鉄道 低学年

　129回　〃 ザ・バトル クロスミュージック 高学年

1993年企画 　(1993年6月～1994年5月)

　130回 1993年6月 あとむの時間はｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ 劇団　あとむ 低学年

　131回 1993年7月 翼をください 青年劇場 高学年

　132回 1993年9月 新羅生門 劇団　扉座 中学生 年齢別例会始まる

　133回　〃 だるまちゃんとてんぐちゃん 人形劇団プーク 幼児

　134回　〃 ルドルフとイッパイアッテナ 劇団  たんぽぽ 小学生 選択例会

　135回 1993年9月 田の久　わらい旅 劇団 うりんこ 小学生 　〃

　136回 1993年11月 風のユーカラ 前進座 低学年 　16年度

　137回 1994年1月 西遊記 人形劇団むすび座 低学年 選択例会

　138回　〃 長くつ下のピッピ 人形劇団ひとみ座 低学年 　〃

　139回　〃 スクリーンのない映画館 蒼い企画 高学年



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

　140回 1994年3月 おはやしが聞こえてきたよ 田楽座 低学年

　141回　〃 パパあべこべぼく 劇団　新人会 高学年

　142回 1994年5月 ザ・ブラスのピーターと狼 センタープロ 低学年

　143回　〃 BIG JAZZ NEW HEARD ふおるく 高学年

1994年企画 　(1994年6月～1995年5月)

　144回 1994年6月 モモと時間どろぼう 劇団　仲間 小学生

　145回 1994年7月 あやとじろきちおおかみ 人形劇団プーク 幼児

　146回　〃 ザ・ニュースペーパー ドゥー企画 中学生

　147回 1994年9月 バレエ「シンデレラ」 日本コンサート協会 低学年

　148回　〃 ふたをあければ夏の風 劇団　うりんこ 高学年

　149回 1994年11月 ガランピーポロン音楽会 ロバの音楽座 音楽月間 　17年度

　150回　〃 カテリーナ合奏団 ロバの音楽座 音楽月間

　151回　〃
ﾋﾟｮﾝ吉にいさんのﾊﾟｼﾞｬﾏﾏﾝｺﾝｻｰ
ﾄ

親子音楽企画 音楽月間

　152回　〃 花の交響詩津軽三味線 津軽合奏団ＫＡＺＥ 音楽月間

　153回　〃 辻久子ヴァイオリンｺﾝｻｰﾄ 大阪センター企画 音楽月間

　154回　〃 ジャズのおもちゃ箱 京都ポップスジャズ 音楽月間

　155回　〃 福沢良一コンサート オールスタッフ 音楽月間

　156回　〃 マリンバコンサート クォーレムジカ 音楽月間

　157回　〃 ハープファンタジー 日本コンサート協会 音楽月間

　158回　〃 八木啓代コンサート 大阪センター企画 音楽月間

　159回 1995年1月 三人であそぼ 劇団　青芸 低学年 劇場別例会

　160回　〃 黄金のかもしか 劇団　かかし座 低学年 　〃

　161回　〃 魔女のフイフイ 劇団　キオ 低学年 　〃

　162回 1995年2月 桃太郎くんがゆく 劇団　鳥獣戯画 高学年

　163回 1995年3月 キジムナーのぼうけん 現代人形劇センター 低学年 選択例会

　164回　〃 西遊記 人形劇団むすび座 低学年 　〃

　165回 1995年5月 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ ごきげんなすてご 俳優館 低学年

　166回　〃 わんぱく寄席 日本伝統芸能を守る会 高学年

1995年企画 　(1995年6月～1996年5月)



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

　167回 1995年7月 すってんてんぐ 人形劇団むすび座 幼児 劇場別例会

　168回　〃 しずかなおはなし 人形劇団クラルテ 幼児 　〃

　169回　〃 セロひきのゴーシュ ｵﾍﾟﾗｼｱﾀｰこんにゃく座 小学生

　170回　〃 ＥＤＥＮ？ 劇団　ＳＷＡＴ 中学生

　171回 1995年9月 だんごろうの子育て日記 劇団　うりんこ 低学年

　172回　〃 夏の夜の獏 劇団　一跡二跳 高学年

　173回 1995年11月 パントマイムサーカス 汎マイム工房 低学年 　18年度

　174回 1995年12月 ジプシー 劇団　扉座 中学生

　175回 1996年1月 トラックとらすけ エツコ・ワールド 幼児

　176回　〃 パペットボンボンショー 人形劇団京芸 小学生

　177回 1996年2月 動物さんたちでておいで アンサンブルむげん 音楽月間

　178回　〃 松野迅ヴァイオリンｺﾝｻｰﾄ 蒼い企画 音楽月間

　179回　〃 太郎冠者とあそぼう 野村狂言の会 音楽月間

　180回 1996年3月 ﾋﾟｭﾝ吉にいさんのうたの宝島 親子音楽企画 音楽月間

　181回　〃 日本の音みつけた 邦楽ｸﾞﾙｰﾌﾟたまゆら 音楽月間

　182回　〃 亀さんのおくりもの 亀さん企画 音楽月間

　183回　〃 原壮介の世界 原壮介事務所 音楽月間

　184回　〃 ＢＢモフラン＆ビタシカ ビタシカオフィス 音楽月間

　185回　〃
ｼﾞｮﾝ海山ﾈﾌﾌﾟﾁｭｰﾝｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞ
ﾗｲﾌﾞ

イトープロ 音楽月間

　186回　〃 風のまつり 荒馬座 音楽月間

　187回 1996年5月 イソップランドの動物たち 演劇集団遊玄舎 低学年

　188回　〃 センポスギハァラ 劇団　銅鑼 高学年

　189回 1996年6月 ＴＥＨ　ＥＧＧ ＳＯＪＩ　影絵劇場 特別例会 海外作品公演　

　190回　〃 地球の仲間たち 劇団世代 特別例会 　〃　　ロシア

　191回　〃 ｽﾀﾚﾋﾞｯﾁの小さなﾊﾟﾚｰﾄﾞ 劇団ラ・キャレラリー 特別例会 　〃　　フランス

1996年企画 　(1996年6月～1997年5月)

　192回 1996年7月 ふくろうぼうや月夜のぼうけん くわえ・ぱぺっとｽﾃｰｼﾞ 幼児

　193回　〃 キマグレサーカス　Ⅱ どん亀座 小学生

　194回　〃 すみれさんがゆく 青年劇場 中学生



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

　195回 1996年9月 目をさませトラゴロウ 東京演劇ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 低学年

　196回　〃 あさき夢見し長夜の一夜 丹下進オフィス 高学年 選択例会

　197回 1996年10月 スノーフレーク ゲイル・ラジョーイ 高学年 　〃

　198回 1996年11月 ドラマンガーズ 遊育研究所・素劇舎 幼児 　19年度

　199回　〃 リーダース・シアター いちょう座 小学生

　200回 1996年12月 人情高瀬川 横山企画 中学生 選択例会

　201回　〃 ザ・ニュースペーパー ドゥー企画 中学生 　〃

　202回 1997年1月 おにのあかべえ 人形劇団ポポロ 低学年

　203回 1997年4月 奇跡の人 東京演劇ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 高学年

　204回　〃 冒険者たち 東京芸術座 低学年

1997年企画 　(1997年6月～1998年5月)

　205回 1997年6月 ジグの空想音楽会 ロバの音楽座 音楽月間 　低学年5本

　206回　〃 ぽわわ～んぽ 蒼い企画 音楽月間 　高学年5本

　207回 1997年7月 伊藤多喜雄コンサート アトラス 音楽月間

　208回　〃 ＤＩＰＡﾋﾏﾗﾔﾝ・ｳﾞｧｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ ビタシカオフィス 音楽月間

　209回　〃 ハープファンタジー 日本コンサート協会 音楽月間

　210回 1997年9月 エルマーと16びきのりゅう 人形劇団プーク 低学年

　211回 1997年10月 はだしのゲン　パート１ 神田香織事務所 高学年

　212回 1997年12月 三びきのやぎのがらがらどん 人形劇団プーク 幼児 　20年度

　213回　〃 12人の怒れる男たち 東京芸術座 中学生

　214回 1998年1月 でこぼこひょろりん 劇団 青芸 小学生

　215回 1998年2月 ﾙﾄﾞﾙﾌとｲｯﾊﾟｲｱｯﾃﾅ イッツフォーリーズ 低学年

　216回 1998年3月 たいあたり高校演劇
創英炎激舞パワーズ、横浜
市高校演劇連盟

高学年 選択例会

　217回　〃 笑ＴＩＭＥ！ エツコ・ワールド 高学年 　〃

　218回 1998年4月 ジャングル★ジム 劇団ﾊﾟﾉﾗﾏ☆アワー 高学年

　219回 1998年5月 ニールスのふしぎな旅 劇団　かかし座 低学年

1998年企画 　(1998年6月～1999年5月)

　220回 1998年6月 CUSTOM JAZZ LIVE ふぉるく 音楽月間

　221回 1998年7月
ﾋﾟｮﾝ吉にいさんのこのゆびとま
れ

親子音楽企画 音楽月間
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　222回　〃 むずむずうずうずｺﾝｻｰﾄ ＧＩＧＡ 音楽月間

　223回　〃 玉木孝治「ﾋﾞﾌﾞﾗﾌｫﾝｺﾝｻｰﾄ」 センタープロ 音楽月間

　224回　〃 もけらもけらコンサート 山下洋輔＆ロバの音楽座 音楽月間

　225回 1998年10月 バレエ「コッペリア」 日本コンサート協会 低学年

　226回　〃
鼓童ＯＮＥ　ＥＡＲＹＥ　ＴＯ
ＵＲ　'98

鼓童 高学年

　227回 1998年12月 ことばのないおもちゃ箱 かわせみ座 低学年/高学年
　21年度
低高分けｽﾃｰｼﾞ

　228回 1999年3月 ルルル・ルラルさん 劇団　うりんこ 幼児

　229回　〃 乞食と王子 劇団　仲間 小学生

　230回　〃
ブルースな日々「ああガス
欠！」

パンプランニング 中学生

　231回 1999年5月 少女と老女のポルカ 劇団　一跡二跳 高学年

　232回　〃 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ やっかいなおくりもの 俳優館 低学年

1999年企画 　(1999年6月～2000年5月)

　233回 1999年7月 はなはなんのはな 邦楽グループたまゆら 幼児

　234回　〃 ﾏｲｽﾀｰブラスカルテット 新演奏家協会 小学生

　235回　〃 矢部達哉ｳﾞｧｲｵﾘﾝｺﾝｻｰﾄ ジャパンアーツ 中学生

　236回 1999年10月 トリオマイム パントマイムユニット 低学年/高学年

　237回 1999年12月
くまの子ウーフ／くるみ割り人
形

人形劇団プーク 幼児 　22年度

　238回　〃 忘れもの・探しもの TSﾐｭｰｼﾞｶﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 中学生

　239回　〃 おれがあいつであいつがおれで 劇団　風の子 小学生

　240回 2000年3月 あらしのよるに 演劇集団　円 低学年

　241回　〃 無邪鬼 劇団　扉座 高学年

　242回 2000年5月 ブラボーファーブル先生 東京芸術座 高学年

　243回　〃 石の馬 人形劇団むすび座 低学年

2000年企画 （2000年6月～2001年5月）

　244回 2000年7月 チョコレート戦争 劇団　仲間 小学校低学年

　245回　〃 うりこひめとあまんじゃく 人形劇団ひとみ座 幼児

　246回　〃 狂言 山本東次郎家 高学年 選択例会

　247回　〃 はなまる寄席 こどものひろば企画 高学年 　〃

　248回 2000年9月 ロはロボットのロ ｵﾍﾟﾗｼｱﾀｰこんにゃく座 幼児/小学生
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　249回 2000年10月 ＣＯＣＯＲＯ＊ＣＯ ホソヤアーティスト 中学生

　250回 2000年12月 小さなスズナ姫 人形劇団ひとみ座 幼児 　23年度

　251回　〃 小さなスズナ姫 人形劇団ひとみ座 ＴＡＭ TAM創立準備特別例会

　252回　〃 マウイ・チキチキ 人形劇団ひとみ座 小学生

　253回　〃 うかうか三十ちょろちょろ四十 人形劇団プーク 中学生

　254回 2001年3月 ミスターシャドウ 劇団 かかし座 低学年

　255回　〃 夏の庭 東京芸術座 高学年

　256回　〃
「いいものみつけた」「あかず
きん」

人形劇団ののはな ＴＡＭ 第1回例会

　257回 2001年5月 幕末ジャイアンツ 劇団 ＳＷＡＴ 高学年

　258回　〃 気のいいイワンと不思議な小馬 劇団　あとむ 低学年

2001年企画 （2001年6月～2002年5月）

　259回 2001年6月 小さい劇場　パート１ 劇団　風の子東京 ＴＡＭ

　260回 2001年7月 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「はだしのゲン」 木山事務所 中学生

　261回　〃
のはらひめ　おひめさま城のひ
みつ

劇団　うりんこ 幼児

　262回　〃 のら 劇団　風の子東京 小学生

　263回 2001年9月 動物たちのひとりごと デラルテ舎 ＴＡＭ

　264回 2001年10月 ｶﾌｶﾌﾄﾞｺﾞｼｺのﾘｽﾞﾑ探偵団 コンチェルト・ムジカ 幼児/小学生

　265回　〃 アンダルシアの風 山本壬子とﾛｽｱﾐｰｺﾞｽ 中学生

　266回 2001年12月 西遊記-悟空誕生の巻－ 人形劇団むすび座 幼児/小学生/ＴＡＭ合同　24年度

　267回　〃 狂言 山本東次郎家 中学生

　268回 2002年3月 ＵＢＵ－ＢＯＭＩ 演劇集団遊玄社 小学生

　269回　〃 ふくろうぼうや月夜のぼうけん くわえ・ぱぺっとｽﾃｰｼﾞ 幼児

　270回　〃 絶対王様 絶対王様 中学生

　271回　〃 ぱぴぷぺぽ劇場 エツコ・ワールド ＴＡＭ

　272回 2002年4月 カゴメの図鑑 パノラマ☆ｱﾜｰ 高学年

　273回 2002年5月 ニコリのたね 劇団　青芸 低学年

2002年企画 （2002年6月～2003年5月）

　274回 2002年6月 三人であそぼ 劇団　青芸 ＴＡＭ

　275回 2002年7月 エルマーのぼうけん 人形劇団プーク 低学年
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　276回　〃 ねこはしる 劇団　青芸 高学年

　277回 2002年9月 小編成ｱﾌﾘｶﾝﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ＆ﾀﾞﾝｽ 東京ナンガデフ ＴＡＭ

　278回 2002年10月 ｱﾌﾘｶﾝﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ＆ﾀﾞﾝｽ 東京ナンガデフ 低学年/高学年 低高別ステージ

　279回 2002年12月 ＥＤＤＩＥ 劇団 ｉｎｇ 高学年 　25年度

　280回　〃 ルドルフとイッパイアッテナ イッツフォーリーズ 低学年

　281回　〃 お星さまの色えんぴつ 劇団　かかし座 ＴＡＭ

　282回 2003年3月 カモメに飛ぶことを教えた猫 劇団　仲間 小学生

　283回　〃 コネクト 劇団　一跡二跳 中学生

　284回　〃 ぱぴぷぺぽ劇場 エツコ・ワールド 幼児

　285回　〃 ばばばあちゃんのいそがしいよる 人形劇団ぴぽぽたあむ ＴＡＭ

　286回 2003年5月 松元ヒロソロライブ 松元ヒロ 中学生

　287回　〃
小さい劇場　あるひあるひのさ
んさんさん

劇団 風の子 幼児

　288回　〃 が～まるちょば が～Ｏffice 小学生

2003年企画 　（2003年6～2004年5月）

　289回 2003年6月 ﾐｭｰｼﾞｶﾙかいけつゾロリ 劇団　俳協 ＴＡＭ

　290回 2003年7月 ふたりのイーダ 劇団　仲間 高学年

　291回　〃 ﾐｭｰｼﾞｶﾙかいけつゾロリ 劇団　俳協 低学年

　292回 2003年9月 ラッセのにわで 山の音楽舎 ＴＡＭ

　293回 2003年10月 ５　　（ファイブ） オフィス・ｱｰﾄﾌﾟﾗﾝ 高学年

　294回　〃 あなたがうまれるまで くわえ・ぱぺっとｽﾃｰｼﾞ 低学年

　295回 2003年12月 おきてよおうさま アフタフ・バーバン ＴＡＭ 26年度

　296回　〃
ｶﾌｶﾌﾄﾞｺﾞｼｺのﾘｽﾞﾑ探偵団ﾊﾟｰ
ﾄ2

コンチェルト・ムジカ 低学年

　297回　〃 ヴォイシンウッド　木が歌う 蒼い企画 高学年

　298回 2004年3月 が～まるちょば が～Ｏffice ＴＡＭ

　299回　〃 新羅生門 劇団　扉座 高学年

　300回　〃 かんづめぼうやコンラッド 劇団　うりんこ 低学年

　301回 2004年5月 デイリーアウルシアター デイリーアウルシアター 中学生

　302回　〃 みんなの人形劇場 人形劇団ののはな 幼児

　303回　〃 寄席 こどものひろば企画 小学生



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

2004年企画 （2004年6月～2005年5月）

304回 2004年6月 ３びきのやぎのがらがらどん 人形劇団プーク ＴＡＭ

305回 2004年7月 モモと時間どろぼう 劇団　仲間 小学生

306回 　〃 だいじょうぶだいじょうぶ 劇団　風の子関東 幼児

307回 　〃 THE WINDS OF GOD シアター青芸 中学生

308回 2004年9月 太鼓であそぼドンカカカ 太鼓と芝居のたまっこ座 ＴＡＭ

309回 2004年10月 ちょっと夢気分 NPO法人RMAJ 高学年

310回 　〃
ガラン・ピー・ポロン音楽
会

ロバの音楽座 低学年

311回 2004年12月 雨ふらんでケロ 人形劇団夢知遊座 ＴＡＭ 27年度

312回 　〃 かくれんぼしてるのだあれ くわえ・ぱぺっとステージ ０１２３

313回 　〃
おうさまとまほうつかいのチョモ
チョモ

人形劇団プーク 低学年

314回 　〃 Mr.Zoo～天国からのメッセージ オールスタップ 高学年

315回 2005年1月 ふわふわ山の音楽会 山の音楽舎 ０１２３

316回 2005年3月 ともだちやーともだちくるかなー 劇団うりんこ 低学年

317回 　〃 ウメコがふたり 東京芸術座 高学年

318回 2005年5月
だるま食堂の日常音楽コン
ト

だるま食堂 中学生

319回 　〃 太鼓であそぼドンカカカ 太鼓と芝居のたまっこ座 幼児

320回 　〃
アンディ先生のマジック教
室

マジックファクトリー 小学生

2005年企画 （2005年6月～2006月5月）

321回 2005年6月 ぐるぐる だだ ０１２３

322回 　〃 エルマーと１６ぴきのりゅう 人形劇団プーク ＴＡＭ

323回 2005年7月 あとむの時間はアンデルセン 劇団あとむ 低学年

324回 〃 シエイクスピアを盗め！ 劇団うりんこ 高学年

325回 2005年9月 ふわふわ山の音楽会 山の音楽舎 ０１２３

326回 　〃 おはなしちんどん 劇団風の子 ＴＡＭ

327回 2005年10月 父と暮らせば 梅治の会 中学生以上

328回 　゛ 西遊記-天竺への道の巻－ 人形劇団むすび座 小学生以上

329回 　゛ おひさま劇場 人形劇団クラルテ 幼児

330回 2005年11月 オトのサンポ 岩橋由梨&中村サトコー ０１２３ 28年度
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331回 2005年12月 フルビートパーカッション 札幌NKミュージック 低学年

332回 　゛ もうひとつの音楽室 札幌NKミュージック ＴＡＭ

333回 　゛ 村上功和太鼓 十三 高学年

334回 2006年2月
オペラ「あおくんときいろちゃ
ん」

ｵﾍﾟﾗｼｱﾀｰこんにゃく座 低学年

335回 2006年3月 どうぞのいす 演劇集団円 ０１２３

336回 　゛ DITTO テアトレット 高学年 デンマーク

337回 　゛ かたっぽかたっぽどこいった くわえぱぺっとステージ ＴＡＭ

338回 2006年5月 ヘルシー松田 ヘルシー松田 高学年

339回 　゛ かたっぽかたっぽどこいった くわえ・ぱぺっとステージ 低学年

2006年企画 （2006年6月～2007月5月）

340回 2006年6月 小さい劇場０１２３ 劇団風の子東京 ０１２３

341回 　゛ 大どろぼうホツッエンプロッツ 人形劇団ひとみ座 ＴＡＭ

342回 2006年7月 パラサイト・パラダイス 劇団一跡二跳 高学年

343回 　゛ 長靴をはいたねこ 劇団かかし座 低学年

344回 2006年9月 が～まるちょば が～Ｏffice ＴＡＭ 

345回 2006年10月 おれはママじゃない 人形劇団プーク 幼児

346回 2006年10月 かくれんぼしてるのだあれ くわえ・ぱぺっとステージ ０１２３

347回 2006年12月 ぐるぐる CAN青芸 ０１２３ 29年度

348回 ： が～まるちょば が～Ｏffice 幼児

349回 ： が～まるちょば が～Ｏffice 小学生以上

350回 2007年3月
モンモとバンボはいつもいっ
しょ、ポッケのワンピース

人形劇団クラルテ ０１２３

351回 ： だいっきらい アートインAsibina青芸 幼児～

352回 ： だいっきらい アートインAsibina青芸 ＴＡＭ 

353回 2007年4月 霧のむこうのふしぎな町 オールスタッフ 幼児・小学生

354回 2007年5月 恋か金銭吝嗇親父奮戦記 人形劇団夢知遊座 中学生以上

2007年企画 （2007年6月～2008月5月）

355回 2007年6月 音楽のはじまり　うたのたね 山の音楽舎 ０１２３

356回 2007年6月 おとうさんはウルトラマン 劇団うりんこ ＴＡＭ 

357回 2007年7月 おとうさんはウルトラマン 劇団うりんこ 低学年
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358回 2007年7月
パイレーツ　オブ　花山田小学
校

劇団うりんこ 高学年

359回 2007年9月 「どっち？どっちも」「さるかに！」 人形劇団夢知遊座 ＴＡＭ 

360回 2007年9月 ぽかぽかぷくぷくマインマイン 香味野菜 ０１２３

361回 2007年10月
MODEAブライド　デイス　ライ
ブ

ＲＭＡＪ 高学年

362回 2007年10月 ともとものガラクタ音楽会 Office ＴＯＭＯ 低学年

363回 2007年12月 ともとものガラクタ音楽会 Office ＴＯＭＯ ＴＡＭ 30年度

364回 2007年12月 アンディ先生のマジック教室２ マジックファクトリー 幼児・小学生

365回 2008年3月 どうぞのいす 演劇集団円 ０１２３

366回 おばけリンゴ 演劇集団円 ０１２３

367回 2008年3月 12人の怒れる男たち 東京芸術座 高学年

368回 2008年3月 ともだちはブブとトト くわえぱぺっとシアター 低学年

369回 2008年3月 ニコリのたね ＣＡＮ青芸 ＴＡＭ 

370回 2008年5月 あらしのよるに 演劇集団円 小学生

371回 2008年5月 だるま森のがっきやさん だるま森 幼児

2008年企画 （2008年6月～2009年5月）

372回 2008年6月 ぐるぐる ＣＡＮ青芸 ０１２３

373回 2008年6月 きまぐれサーカス どん亀座 ＴＡＭ 

374回 2008年7月 銀河鉄道の夜 人形劇団クラルテ 高学年

375回 2008年7月 なんなんなんでマン 劇団風の子九州 低学年

376回 2008年9月
モンモとバンボはいつもいっ
しょ、ポッケのワンピース

人形劇団クラルテ ０１２３

377回 2008年9月 お星さまの色えんぴつ 劇団かかし座 ＴＡＭ 

378回 2008年10月 日本の音みつけた たまゆら 高学年

379回 2008年10月
祭りだわっしょい　どーんとハ
レ

民族歌舞団　荒馬座 低学年

380回 2008年12月 かくれんぼしてるのだあれ
くわえ・ぱぺっとステージ＆
ひつじのカンパニー

０１２３ 31年度

381回 2009年1月 龍の子太郎 前進座
4劇場合同
低学年

382回 2009年3月 ふわふわ山の音楽会 山の音楽舎 ０１２３

383回 2009年3月
ねずみくんのチョッキ
併演スカーフのファンタジー

人形劇団プーク 幼児

384回 2009年3月 君がいるから ＣＡＮ青芸 小学生以上

385回 2009年3月 あなたがうまれるまで くわえ・ぱぺっとステージ ＴＡＭ 



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

386回 2009年5月 ラッセのにわで 山の音楽舎 幼児

387回 2009年5月 にんぎょひめ 世田谷パブリックシアター 小学生以上

2009年企画 （2009年6月～2010年5月）

388回 2009年6月 ぷくぷくぽかぽかマインマイン 香味野菜 ０１２３

389回 2009年6月 火曜日のごちそうはひきがえる 人形劇団京芸 ＴＡＭ

390回 2009年7月 ピアノのはなし 京楽座 高学年

391回 2009年7月 風の子バザール 劇団風の子 低学年

392回 2009年9月 ぐるぐる ＣＡＮ青芸 ０１２３

393回 2009年9月 けらら姫と大食い象のガジャ 人形一座ホケキョ ＴＡＭ

394回
2009年10月
11月

が～まるちょば「サイレントコ
メディ」

ネルケブレインズハーツ 小学生～大人

395回 2009年10月 おまえうまそうだな 人形劇団むすび座 幼児

396回 2009年12月 どうぞのいす 演劇集団円 ０１２３ 32年度

397回 2009年12月
アンディ先生のストリートマ
ジック

マジックファクトリー ＴＡＭ

398回 2009年12月 ヘンテコ長屋の赤おにドン平 劇団うりんこ 低学年

399回 2009年12月
幽霊派遣会社
Dial　A 　Ｇｈｏｓｔ

劇団うりんこ 高学年

400回 2010年3月 ポッケのワンピース 人形劇団クラルテ ０１２３

401回 2010年3月 ゴスペル・パワー・コンサート COCORO*CO 高学年

402回 2010年3月 らくがきブビビのコンサート ロバの音楽座 低学年

403回 2010年3月 風の子バザール 劇団風の子 低学年

404回 2010年5月 あやとじろきちおおかみ 人形劇団プーク 幼児

405回 2010年5月 松元ヒロソロライブ 松元ヒロ 中学生以上

406回 2010年5月 潜水海賊キャプテン・グッグ 人形劇団京芸 小学生～大人

2010年企画 （2010年6月～2011年5月）

407回 2010年6月 かばのティリーネック くわえ・ぱぺっとステージ ＴＡＭ

408回 2010年6月 ぽかぽかぷくぷくマインマイン 香味野菜 ０１２３

409回 2010年7月 がらんくたんストーリー 劇団うりんこ 低学年

410回 2010年7月 修学旅行 青年劇場 高学年

411回 2010年9月 あらどこだ 人形劇団プーク ０１２３

412回 2010年9月
YEN　TOWN　 F00lS～
ビリーとブッチィー

蒼い企画 ＴＡＭ



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

413回 2010年10月
YEN　TOWN　 F00lS～
ビリーとブッチィー

蒼い企画 低学年

414回 2010年10月 大蔵流　狂言 山本東次郎家 高学年

415回 2010年12月 ぐるぐる ＣＡＮ青芸 ０１２３ 33年度

416回 2010年12月 ぼくピンチです！！ くわえ・ぱぺっとステージ 低学年

417回 2010年12月 さんまいのおふだ よろず人形劇場とんがらし ＴＡＭ

418回 2010年12月 赤ひげ 東京芸術座 高学年

419回 2011年3月 歌子さんのはじめてのコンサート リーフ企画 ０１２３

420回 2011年3月 カフカフドゴシコのリズム探偵団 リーフ企画 低学年

421回 2011年3月
情熱のフラメンコ　アンダルシ
アの光と影

ロス・アミーゴスフラメン
コ

高学年

422回 2011年3月 なんかよ～かい 劇団風の子 ＴＡＭ

423回 2011年5月 思い出のブライトンビーチ 文学座 高学年

424回 2011年5月 ゴリラのぱんやさんほか 人形劇団クラルテ 低学年

201１年企画（2011年6月～2012年5月）

425回 2011年6月 チャハハ丸とヘヘヘ丸 人形劇団ココン ＴＡＭ

426回 2011年6月 どうぞのいす 演劇集団円 ０１２３

427回 2011年7月 あらしのよるに 演劇集団円 高学年

428回 2011年7月 バイバイわたしのおうち 劇団うりんこ 低学年

429回 2011年9月 音のピクニック 太鼓と芝居のたまっこ座 ＴＡＭ

430回 2011年9月 ビーンズドリーム くわえ・ぱぺっとステージ ０１２３

431回 2011年10月 旅とあいつとおひめさま 座・高円寺 高学年

432回 2011年10月
和太鼓だよ！全員集合
兄弟ユニットは・や・と

古典空間 低学年

433回 2011年11月 ぽかぽかぷくぷくマインマイン 香味野菜 ０１２３ 34年度

434回 2011年12月
和太鼓だよ！全員集合
兄弟ユニットは・や・と

古典空間 高学年

435回 2011年12月 ルドルフとイッパイアッテナ
オールスタッフ
／イッツフォーリーズ

低学年
ＴＡＭ

436回 2012年3月 ふわふわ山の音楽会 山の音楽舎 ０１２３

437回 2012年3月 森のオト ロバの音楽座 低学年

438回 2012年3月 旅する音楽会 ロバの音楽座 高学年

439回 2012年3月 たまごとおじさん なんじゃもんじゃ ＴＡＭ

440回 2012年5月 ねむるまち 劇団うりんこ 小学生



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

441回 2012年5月 かばのティリーネック くわえ・ぱぺっとステージ 幼児

442回 2012年5月 松元ヒロソロライブ 松元ヒロ 中学生以上

2012年企画 （2012年6月～2013年5月）

443回 2012年6月 ぐるぐる ＣＡＮ青芸 ０１２３

444回 2012年7月 ドン・カマー～たびのむこう～
オールスタッフ
／イッツフォーリーズ

ＴＡＭ

445回 2012年7月 キュリー×キュリー 青年劇場 高学年

446回 2012年7月 ぼくってヒロー？ 劇団うりんこ 低学年

447回 2012年9月 あらどこだ 人形劇団プーク ０１２３

448回 2012年9月 モンプランのマジックショー マジックファクトリー ＴＡＭ

449回 2012年10月 ＫＩＤＳ　ＪＡＺＺ ふぉるく 低学年

450回 2012年10月 左手のピアニスト　智内威雄 左手のピアニスト 高学年

451回 2012年12月
歌子さんのはじめてのコンサー
ト

リーフ企画 ０１２３ 35年度

452回 2012年12月 おとぎの国のゆうびん屋さん よろず人形劇場とんがらし ＴＡＭ

453回 2012年12月 THE WINDS　OF　GOD シアター青芸 高学年

454回 2012年12月 あなたがうまれるまで
くわえ・ぱぺっとステージ＆
ひつじのカンパニー

低学年

455回 2013年3月 ポッケのワンピース 人形劇団クラルテ ０１２３

456回 2013年3月
～かかしになるまえに～
ＫＯＹＯマイム

パントマイムユニット
ＴＯＲＩＯ

高学年

457回 2013年3月
アンディ先生のストリートマ
ジック

マジックファクトリー 低学年

458回 2013年3月 中ムラサトココンサート 中ムラサトコ ＴＡＭ

459回 2013年5月 おばけりんご 演劇集団円 幼児

460回 2013年5月 秋深番頭多忙計略 人形劇団夢知遊座 中学生以上

461回 2013年5月 ピノキオ 人形劇団むすび座 小学生

2013年企画 （2013年6月～2014年5月）

462回 2013年6月 ぐるぐる ＣＡＮ青芸 ０１２３

463回 2013年6月 ふたりはともだち 人形劇団ひとみ座 ＴＡＭ

464回 2013年7月
「ファーブル昆虫記」
～ムシたちの四季～

オールスタッフ
/イッツフォーリーズ

低学年

465回 2013年7月 「罪と罰」 劇団うりんこ 高学年

466回 2013年9月 かくれんぼしてるのだあれ くわえぱぺっとステージ ０１２３

467回 2013年9月 たっちゃんの紙芝居 マーガレット一家 ＴＡＭ



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

468回 2013年10月
チカパンのいっしょにパント
ＴＩＭＥ！

パントマイムプラネット 低学年

469回 2013年10月 ワンダードラムパフォーマンス 日本音楽企画 高学年

470回 2013年12月 千羽鶴 劇団文化座 高学年 36年度

471回 2013年12月 おとぎ芝居　花木村月夜奇妙 前進座 低学年

472回 2014年3月 どうぞのいす 演劇集団円 ０１２３

473回 2014年3月 ふたりはともだちともだち 人形劇団ひとみ座 低学年

474回 2014年3月 古典こてん 演劇集団円 高学年

475回 2014年3月 おはなしトントン 劇団風の子 ＴＡＭ

476回 2014年5月 レッドくんのもくようび タレイアス・カンパニー
4劇場合同
低学年

2014年企画 （2014年6月～2015年5月）

477回 2014年6月 夏の庭 東京芸術座 高学年

478回 2014年7月 ぼくはにんじゃのあやし丸 劇団うりんこ 低学年

479回 2014年9月 新・動物農場 人形劇団クラルテ 高学年

480回 2014年9月 ぐるぐる ＣＡＮ青芸 ０１２３

481回 2014年9月 たけちゃんのあそぶあそび！ こまのたけちゃん ＴＡＭ

482回
2014年
10月・11月

結まつりの花を咲かせましょう 荒馬座 低学年

483回 2014年12月 歌子さんのはじめてのコンサート リーフ企画 ０１２３ 37年度

484回 2014年12月
ぼくのペットはグチャグジャ
ペット

ＣＡＮ青芸 ＴＡＭ

485回 2014年12月 山本家　狂言 大蔵流　山本東次郎家 高学年

486回 2014年12月
火よう日のごちそうはひきがえ
る

人形劇団京芸 低学年

487回 2015年3月 ゆかいなブータくんほか 人形劇団じろっぽ ＴＡＭ

488回 2015年3月 ポッケのワンピース 人形劇団クラルテ ０１２３

489回 2015年3月 ＪＡＺＺコンサート ふぉるく 高学年

490回 2015年3月 ＢＵＭ！ＢＵＭ！スマイル！ リーフ企画 低学年

491回 2015年5月 みにくいあひるのこ くわえぱぺっとステージ 幼児

492回 2015年5月 ロはロボットのロ
オペラシアターこんにゃく
座

小学生

493回 2015年5月 松元ヒロソロライブ 松元ヒロ 中高生

2015年企画（2015年6月～2017年5月）

493回 2015年6月 ビーンズ・ドリーム くわえぱぺっと・ステージ ０１２３



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

494回 2015年6月 すてきな三にんぐみ
演劇企画オフィス・アート
プラン

ＴＡＭ

495回 2015年7月 ピノキオ 人形劇団むすび座 低学年

496回 2015年7月 新版　はだしのゲン オフィスパパン 高学年

497回 2015年9月 とびだせ絵本 中市真帆 ０１２３

498回 2015年9月 谷川清美が語る心に響く影絵 谷川清美企画 ＴＡＭ

499回 2015年10月
witty Look
プティ・プティーズ

チィキィ※パークゥ 低学年

500回 2015年10月 野球部員・舞台に立つ！ 青年劇場 高学年

501回 2015年11月 ぐるぐる ＣＡＮ青芸 ０１２３ 38年度

502回 2015年12月 おおかみと７ひきのこやぎ よろず人形劇場とんがらし ＴＡＭ

503回 2015年12月 妥協点Ｐ 劇団うりんこ 中高生

504回 2015年12月 龍の子太郎 前進座 低学年

505回 2016年3月 リンゴマ
世界は友達！アサンテプラ
ン

全学年

506回 2015年3月
歌子さんのはじめてのコンサー
ト

リーフ企画 ０１２３

507回 2016年5月 みててもいい？
人形芝居ひつじのカンパ
ニー

低学年

2016年企画（2016年6月～2017年5月）

508回 2016年6月 空の村号 アート企画陽だまり 高学年

509回 2016年6月
魔法使いアキットのマジック
ショー

ＴＡＭ

510回 2016年6月 あらどこだ！ 人形劇団プーク ０１２３

511回 2016年7月 小さいつが消えた日 劇団仲間 低学年

512回 2016年9月 だってだってのおばあさんほか 人形劇団クラルテ ＴＡＭ

513回 2016年9月 未定 ０１２３

514回 2016年9月 銀のロバ
オペラシアター
こんにゃく座

高学年

515回 2016年10月 シモシュ博士の音楽研究所 Ｘ－ｊａｍ 低学年

516回 2016年12月 未定 ０１２３ 39年度

517回 2016年12月 アンデイ先生のまじっくしょー マジックファクトリー 低学年

518回 2016年12月 だだすこだんだん ただじゅん企画 ＴＡＭ

519回 2016年12月 オールライト 青年劇場 高学年

520回 2017年3月 未定 ０１２３

521回 2017年3月 アラビアンナイト 人形劇団むすび座 低学年



例会番号 実施年月 作品名 創造団体名 対象 備考

522回 2017年3月 紙工落語 落語芸術協会 高学年

523回 2017年5月 いまからいえでにでかけます 劇団風の子九州 低学年

2017年企画（2017年6月～2018年5月）

524回

525回

526回

527回

528回

529回

530回

531回

532回

533回

534回

535回

536回

537回

538回

539回

540回


