
別紙一覧

令和３年度 学校における文化財伝承活動

報告のあった文化財伝承の取組事例
○ 小・中学校(104)

地区 区分 市町村名 学 校 等 名 文化財名

花尾小学校 岩戸疱瘡踊り

鹿児島市 桜洲小学校 桜島小池島廻り踊り

前之浜小学校 前之浜のチョイのチョイ踊り

鹿 郷土芸能
三島村

三島硫黄島学園 硫黄島八朔太鼓踊り

児 (８) 三島大里学園 弓矢踊り，面踊り

島 口之島小・中学校 口之島の盆踊り・狂言

十島村 諏訪之瀬島小・中学校 八月踊り

(11) 悪石島小・中学校 悪石島のボゼ

鹿児島市 黒神小学校 噴火により埋没した鳥居・門柱

史跡 日置市 土橋中学校
大汝牟遅神社，千本楠，

（３）
亀丸城跡 他

十島村 宝島小・中学校
平家見張所跡，大池遺跡，

浜坂貝塚 他

今和泉小学校
チョイノチョイ，岩本棒踊り，

南薩 郷土芸能
指宿市

新西方棒踊り

(３) （３） 池田小学校 下門猿の子踊り

川尻小学校 棒踊り

山下小学校 山下三尺棒踊り

尾崎小学校 尾崎三尺棒踊り
阿久根市

脇本小学校 山田楽

三笠中学校 山田楽

蕨島小学校 新地節

出水市 江内小学校 江内山田樂

江内中学校 江内山田樂

北
郷土芸能

平佐東小学校 戸田観音棒踊り

(26) 水引小学校 寄田三尺棒踊り

薩 峰山小学校 太郎太郎踊り

(34) 入来小学校 入来神舞

黒木小学校 黒木鷹踊り

上手小学校 上手俵踊り

薩摩川内市 中津小学校 中津はんや

中津小学校 大敷ばやし

手打小学校 手踊り

長浜小学校 長浜小波濤太鼓

鹿島小学校 鹿島太鼓

鹿島小学校 ツーロ（盆灯籠）

水引中学校 みなと六尺棒踊り



地区 区分 市町村名 学 校 等 名 文化財名

海星中学校
青瀬ヤンハ，長浜出羽踊り，

鹿島太鼓

郷土芸能 東郷土人形

(26) 薩摩川内市 東郷文弥節人形浄瑠璃

東郷学園義務教育学校 南瀬太鼓踊り

俵踊り

北 鷹踊り

阿久根市
脇本小学校 松木弘安（寺島宗則）旧家

薩 阿久根中学校 北山遺跡

(34)
隈之城小学校

二福城跡，春日神社，

殿様の籠置き石 他

史跡
水引小学校

射勝神社次郎次郎踊，

(８) 船間島古墳，京泊天主堂跡

薩摩川内市
入来小学校

旧増田家住宅，茅ぶき門，

お仮屋馬場 他

川内北中学校 泰平寺，和睦石，太平橋 他

里中学校 亀城跡，里麓武家屋敷跡

東郷学園義務教育学校 藤川天神，臥竜梅

竹子小学校 竹子棒踊り

霧島市
万膳小学校 万膳太鼓踊り

姶 中津川小学校 横瀬棒踊り

良 郷土芸能 牧園中学校 九面太鼓

・ (９) 伊佐市 山野小学校 石井鎌手踊り

伊 加治木小学校 くも合戦

佐
姶良市

三船小学校 春花太鼓踊り

(10) 山田小学校 下名棒踊り

漆小学校 漆バラ踊り

史跡(１) 姶良市 蒲生中学校
蒲生麓周辺の史跡群等 ，

米丸マール

新城小学校 鎌ん手踊り

垂水市 協和小学校 中俣（下）川踊り

境小学校 境棒踊り

末吉小学校 川内棒踊り

大 郷土芸能
曽於市

恒吉小学校 野町そば切り踊り

隅 (15) 財部小学校 川内集落の「俵踊り」

(16) 中谷小学校 奴踊り

田之浦小学校 田之浦山宮神社神楽舞・ダゴ花

志布志市 伊﨑田学園伊﨑田小・中学校 伊﨑田和紙紙漉

野神小学校 早馬棒踊り

大崎町 菱田小学校 銭太鼓



地区 区分 市町村名 学 校 等 名 文化財名

大崎町 野方小学校 荒佐野棒踊り

大 郷土芸能 神川小学校 銭太鼓

隅 (15) 錦江町 宿利原小学校 宿利原棒おどり・薩女おどり

(16) 田代小学校 上柴立棒踊り

史跡(１) 錦江町 大根占小学校 馬場の田の神像

西之表市
現和小学校 田之脇棒踊り

熊 郷土芸能 古田小学校 古田棒踊・古田獅子舞

毛 （４） 中種子町 野間小学校 アッチャメ踊り

(５) 南種子町 花峰小学校 インギー鶏

史跡(１) 西之表市 榕城小学校
岸岐と築島，栖林神社，

八板金兵衛像 他

芦花部小・中学校 八月踊り

市小・中学校 シマ口

奄美市
赤木名小学校 赤木名八月踊り

節田小学校 節田マンカイ

宇宿小学校 宇宿稲すり踊り

佐仁小学校 佐仁八月踊り

大和村 名音小学校 しめ縄づくり

今里小学校 島唄・三味線，八月踊り

郷土芸能
瀬戸内町

篠川小・中学校 島口・三味線

大 （21） 諸鈍小・中学校 諸鈍シバヤ

龍郷町
秋名小学校 奄美島唄・三線・太鼓

島 龍北中学校 島ユムタ

(25) 喜界町 喜界中学校 八月踊り

神之嶺小学校 井之川夏目踊り

母間小学校 池間棒踊り

徳之島町 山小学校 千人踊り

手々小中学校 むちたぼり

井之川中学校 諸田鍬踊り

和泊町
大城小学校 米づくり

国頭小学校 国頭ヤッコ，仲里節

与論町 与論小学校 与論の十五夜踊

兼久小学校
下原洞穴遺跡，戸森の線刻画，

天城町 浅間湾屋洞穴

史跡 西阿木名中学校 下原洞穴遺跡

(４)
伊仙町 伊仙中学校

面縄貝塚，カムィヤキ陶器

窯跡，メランジ堆積物 他

知名町 知名中学校 瀬利覚字の風葬墓


