
平成２６年度　さがみ風っ子文化祭

第３回

　　　　日時　　　平成２6年１１月1日（土）午前９時３０分より
　　　　　　　　　　　　　  １１月2日（日）午前９時３０分より
　　　　会場　　　相模女子大学グリーンホール　大ホール

　　　　　　　　　相模原市立中学校教育研究会
　　　　　　　　　相模原市教育委員会　　　　
　　　　　　　　　相模原市　　　　　　　　　

　　　　主管　　　小・中学校音楽発表会実行委員会　　　

　　　　主催　　　相模原市立小中学校教育器楽合奏研究会



1 合唱 麻溝台中学校
　はじまり　　　　　　　　　　作詞/工藤 直子　　 作曲/木下 牧子 指揮/大神田 峰子 ピアノ/佐藤 菫
　大きな古時計　　　　　　　　作詞/保富 庚午 作曲/H.C.Work 指揮/大神田 峰子

2 大沢中学校　　　　　　　　　　　　　
　証　　　　　　　　　　　　　作詞/山村 隆太　　 作曲/阪井 一生 指揮/田巻 美紀 ピアノ/後藤 美帆
　HEIWAの鐘　　　　　　　　 　　　　　　 作詞曲/仲里 幸広 指揮/石川 悠愛 ピアノ/田巻 美紀

3 共和中学校
　地球星歌～笑顔のために～　　作詞/ミマス 作曲/富澤 裕 ピアノ/松下 由加里
　和歌山のわらべうたによるコンポジションより「かんかんかくれんぼ」 作詞/和歌山のわらべうた 作曲/信長 貴富 指揮/松下 由加里

4 器楽 鶴園小学校
編曲/金益 研二 指揮/稲田 えりか

5 横山小学校
　アンダー･ザ･シー 作曲/Alan Menken 編曲/山里 佐和子 指揮/井上 さやか

6 淵野辺東小学校
　虹 作曲/北川 悠仁 編曲/佐藤 博昭 指揮/久保田 優子

7 吹奏楽 清新中学校

編曲/星出 尚志 指揮/小磯 滋

8 新町中学校
　HIS HONOR 作曲/HENRY FILLMORE編曲/ANDREW BALENT指揮/岩島 泰人
　ディスコ･キッド 作曲/東海林 修 指揮/石井 光絵

9 大野台中学校
　南風のマーチ 作曲/渡口 公康 指揮/富山 渡

編曲/宮川 成治 指揮/富山 渡

10 小山中学校
　となりのトトロ 作曲/久石 譲 編曲/後藤 洋 指揮/江上 雅子
　未来へ 作曲/小山中学校３年生

11 上溝中学校
　センチュリア 作曲/J. スウェリアリンジェン 指揮/池田 浩行

12 田名中学校
　恋するフォーチュンクッキー 作曲/伊藤 心太郎 編曲/郷間 幹男 指揮/里美 綾香

13 麻溝台中学校
　マーチ　エイプリル　メイ 作曲/矢部 政男 指揮/大神田 峰子
　睡蓮歌 作曲/MINMI 湘南乃風 編曲/佐藤 博昭 指揮/大神田 峰子

【昼食・休憩】

14 器楽 大沼小学校
　MONSTER 作曲/CHI-MEY 編曲/山里 佐和子 指揮/宮﨑 聡子

15 夢の丘小学校
　千本桜 作曲/黒うさP 編曲/佐藤 博昭 指揮/菅能 美里

16 ギター 大野南中学校
　夏祭り 作曲/破矢 ジンタ 編曲/荒井 聡美 指揮/安田 美和
　Spanish coffe 作曲/F.Mills 編曲/NE 指揮/安田 美和

17 吹奏楽 藤野中学校

編曲/星出 尚志 指揮/清水 有希子

18 中野中学校
　A Whole New World 作曲/Alan Menken 編曲/小島 聡美 指揮/平倉 学
　MISSION:IMPOSSIBLE 作曲/Lalo Schifrin 編曲/本澤 なおゆき 指揮/小澤 恭

19 串川中学校
　J-pop Stage スタジオジブリ名曲集 作曲/久石 譲、細野 晴臣 編曲/山里 佐和子 指揮/守屋 姫佳利

20 大沢中学校
Let's swing 作曲/Eric Leese Louis Prima 編曲/山里 佐和子 指揮/小池 響子

21 相武台中学校
　RPG 作曲/Fukase 編曲/佐藤 博昭 指揮/滝 真由美
　宝島 作曲/和泉 宏隆 編曲/真島 俊夫 指揮/滝 真由美

22 大野北中学校
　キボウノカゼ 作曲/福田 洋介 指揮/岩島 泰人
　ヒカレ 作曲/北川 悠仁/JIN 編曲/郷間 幹男 指揮/山田 陽子

23 相陽中学校
　歌劇｢カヴァレリア ルスティカーナ｣より 作曲/マスカーニ 編曲/宍倉 晃 指揮/榊原 聖人

24 共和小学校
　アルヴァマー序曲 作曲/ジェイムズ･バーンズ 指揮/髙橋 伸一

25 谷口台小学校
　ようかい体操　第一 作曲/菊谷 知樹 編曲/小島 里美 指揮/野部 葵
　｢リトル･マーメイド｣よりハイライト 作曲/Alan Menken 編曲/Michael Sweeney指揮/澁田 奈津子

＜午後の部＞

１日目　１１月１日（土）
＜午前の部＞

　ジャパニーズ･グラフィティⅩⅡ銀河鉄道９９９～宇宙戦艦ヤマト

　LET IT GO                     作曲/Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

　レット･イット･ゴー　          　　　作曲/Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

　アナと雪の女王メドレー　　作曲/Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez



1 合唱 中央中学校
　COSMOS　　　　　　　　　　　　　　 作詞曲/ミマス 指揮/梅原 杏 ピアノ/小池 凪音
　HEIWAの鐘 作詞曲/仲里 幸広 指揮/早川 蒼波 ピアノ/竹林 未来

2 若草中学校
　信じる　　　　　　　　　　作詞/谷川 俊太郎 作曲/松下 耕 指揮/篠原 良枝 ピアノ/渡辺 七海
　予感　　　　　　　　　　　　　作詞/片岡 輝 作曲/大熊 崇子 指揮/篠原 良枝 ピアノ/渡辺 七海

3 器楽 中央小学校
　｢ハリー･ポッターと賢者の石｣よりヘドウィグのテーマ 作曲 /JOHN WILLIAMS編曲/石川 芳･井手 哲 指揮/井手 哲
　RPG 作曲/Fukase 編曲/佐藤 丈治 指揮/井手 哲

4 星が丘小学校
編曲/山里 佐和子 指揮/上島 ちひろ

5 上鶴間小学校
　バロック･ホーダウン     　　　　　　　 作曲/Gershon Kingsley編曲/佐藤 博昭 指揮/菅原 実千子

6 木管ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 内郷中学校
　花は咲く 作曲/菅野 よう子 編曲/郷間 幹男 指揮/佐々木 和代
　情熱大陸のテーマ　　　　　               作曲/葉加瀬 太郎 編曲/金山 徹 指揮/佐々木 和代

7 吹奏楽 相模丘中学校
編曲/Sean O'loughlin 指揮/中村 彩子

8 相原中学校
　士官候補生 作曲/John Phillip  Sousa編曲/山里 佐和子 指揮/浅谷 明子
　花は咲く～花は咲くプロジェクト～ 作曲/菅野 よう子 編曲/山里 佐和子 指揮/浅谷 明子

9 上鶴間中学校
　インヴィクタ序曲 作曲/James Swearingen 指揮/横地 洋

10 若草中学校
　ヒカレ 作曲/北川 悠仁/JIN 編曲/郷間 幹男 指揮/篠原 良枝
　EXILE PRIDE～こんな世界を愛するため～ 作曲/Sean"PHEKOO"Phekoo 編曲/本澤 なおゆき 指揮/篠原 良枝

11 東林中学校
　祝典のための序曲 作曲/C.T.スミス 指揮/光武 未来
　GUTS!! 作曲/SAKURA 編曲/郷間 幹男 指揮/光武 未来

12 谷口中学校
　PIRATES OF THE CARIBBEAN 作曲/KLAUS BADELT編曲/JOHN WASSON 指揮/渡辺 基広

13 大野南中学校
　ジュビラント序曲 作曲/A.リード 指揮/細矢 俊一郎

14 中央中学校
　Arsenal 作曲/Jan Van der Roost指揮/迫江 美緒
　君の瞳に恋してる 作曲/B.Crewe,B.Gaudio編曲/山下 国俊 指揮/迫江 美緒

【昼食・休憩】

15 邦楽 緑が丘中学校
　波動 作曲/AYYA-Kyoto
　流星 作曲/AYYA-Kyoto

16 器楽 新宿小学校
　千本桜 作曲/黒うさP 編曲/牛腸 あきな 指揮/牛腸 あきな

17 大野小学校
　アシタカせっ記 作曲/久石 譲 編曲/佐藤 丈治 指揮/田宮 結里恵

編曲/佐藤 博昭 指揮/佐藤 美保
18 吹奏楽 上溝小学校

スタジオジブリ 名曲集 作曲/久石 譲 他 編曲/山里 佐和子 指揮/渡辺 謙一郎
19 上溝南中学校

編曲/Robert Lopez 指揮/天野 ます代
20 鵜野森中学校

　雷神 作曲/スーザ 編曲/佐藤 博昭 指揮/平良 薫
　小さな恋のうた 作曲/MONGOL800 編曲/小島 里美 指揮/平良 薫

21 緑が丘中学校
　星に願いを 作曲/Leigh Harline 編曲/佐藤 博昭 指揮/齋藤 友希
　ディスコ･キッド 作曲/東海林 修 指揮/齋藤 友希

22 由野台中学校
　フックト･オン･クラシックス 編曲/小島 里美 指揮/髙橋 華
　テレビCMオンパレード 編曲/小島 里美 指揮/髙橋 華

23 弥栄中学校
　美中の美 作曲/J.P.スーザ 指揮/田中 嵩樹
　銀河鉄道９９９ 作曲/タテカワユキヒデ 編曲/宮川 成治 指揮/田中 嵩樹

24 旭中学校
　二つの交響的断章 作曲/V.ネリベル 指揮/白川 俊成

25 相模台中学校
　青葉の街で 作曲/小林 武夫 指揮/生駒 尊志
　Disco Kid Ⅹ 作曲/東海林 修 指揮/寺園 佐代子

26 共和中学校
編曲/佐橋 俊彦 指揮/水野 裕行

　ヤングマン（Y.M.C.A.） 作曲/Jack Morali 編曲/宮川 成治 指揮/水野 裕行

＜午前の部＞

＜午後の部＞

　He's a pirate　　　　作曲/Hans Zimmer,Klaus Badelt,Geoffrey Zanelli

　レット･イット･ゴー～ありのままで～　作曲/Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

　ディープ･パープル･メドレー   　作曲/R.Blackmore,J.Load,D.Coverdale,I.Paice,R.Glover&I.Gillan

　ありのままで　Let it go　　　　　　作曲/Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

　アナと雪の女王メドレー　　作曲/Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

２日目　１１月２日（日）



２　もしも　だれかが　君のそばで
　　泣き出しそうに　なったときは
　　だまってうでを　とりながら
　　一緒に歩いてくれるよね
　　世界中の　優しさで
　　この地球を　つつみたい

　　　今　すなおな　気持ちに　なれるなら
　　　あこがれや　いとしさが
　　　大空に　はじけて　光るだろう
　　　I believe in future（ｱｲ ﾋﾞﾘｰｳﾞ ｲﾝ ﾌｭｰﾁｬｰ）
　　　信じてる

　　　今　未来の　とびらを　開けるとき
　　　I believe in future（ｱｲ ﾋﾞﾘｰｳﾞ ｲﾝ ﾌｭｰﾁｬｰ）
　　　信じてる

♪Believe（全体合唱曲）　作詞曲/杉本 竜一
１　たとえば　君が　傷ついて
　　くじけそうに　なったときは
　　必ず　ぼくが　そばにいて
　　ささえてあげるよ　そのかたを
　　世界中の　希望のせて
　　この地球は　まわってる

　　　今　未来の　とびらを　開けるとき
　　　悲しみや　苦しみが
　　　いつの日か　よろこびに　変わるだろう
　　　I believe in future（ｱｲ ﾋﾞﾘｰｳﾞ ｲﾝ ﾌｭｰﾁｬｰ）
　　　信じてる

　○教育委員会あいさつ
　○全体合唱「Believe」

＜１１月１日（土）１日目閉会式＞

指揮/森　菜々子 さん（藤野中学校３年）　

＜鑑賞マナーについて＞
○演奏中の私語はつつしみましょう。
○演奏の初めと終わりには心を込めて拍手を送りましょう。
○演奏中の出入り、立ち歩きはできません。
○出入りには指定されたドアのみを使用しましょう。
○館内は静かに歩きましょう。（通路、ロビーを含む）
○客席での飲食は禁止です。（ガム、あめを含む）
○ゴミは持ち帰りましょう。
○他校の先生や係の生徒の指示に従いましょう。

＜お願い＞
○演奏の予定時刻は前後することがあります。
　余裕をもって来場してください。
○保護者の方は入場整理券を持参してください。
○保護者席は２階です。（１階は児童・生徒席です。）
　ただし、２階最前列への立ち入りは禁止です。
○保護者による録音・撮影（写真・ビデオ）は禁止です。
　後日、業者の写真を購入してください。
○館内（ロビーを含む）で、小さいお子さんを遊ばせない
　でください。
○携帯電話、ゲーム機器などの電子機器は電源をお切り
　ください。（通話、メールともに禁止です。）
○ゴミは各自でお持ち帰りください。
○自転車による来場はご遠慮ください。
○緊急時の避難については、ホール担当者、会場係の
　指示に従って行動するようにしてください。

相模原市教育委員会 学校教育課指導主事　　佐藤　由起

＜１１月１日（土）１日目開会式＞

ピアノ/榎本　朱里 さん（藤野中学校２年）

　○講評　　　　　　　　　　

＜１１月２日（日）２日目開会式＞

　○閉会の言葉　　　　　　　 坂上　菜摘 さん（谷口台小学校６年）

工藤　綾夏 さん（麻溝台中学校２年）
小・中学校音楽発表会 実行委員長　　清水　孝子

　○開会の言葉　　　　　　　
　○実行委員長のあいさつ　　

　○開会の言葉　　　　　　　
　○実行委員長のあいさつ　　
　○教育委員会あいさつ
　○全体合唱「Believe」

　○閉会の言葉　　　　　　　 相模台中学校２年　　熊沢　菜月 さん

梅原　杏 さん（中央中学校２年）
小・中学校音楽発表会 実行委員長　　清水　孝子

指揮/山岸　咲野 さん（緑が丘中学校２年）　
ピアノ/佐藤　尋乃 さん（緑が丘中学校２年）

　○講評　　　　　　　　　　 相模原市教育委員会 学校教育課指導主事　　佐藤　由起
＜１１月２日（日）２日目閉会式＞


