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「感動の歌声」                                      校長 大石 光宏 

 さあ今年も、学習発表会同様、保護者の方々や地域の方々が楽しみにしていた本校の合唱コンクールがはじ

まります。それは、毎年先輩たちが積み上げてきた歌声のすばらしさがあるからです。皆さんの歌声が我々に感動

を与えてくれるのです。 

 各学級のまとまりは、どうですか。練習当初は、様々な課題があったことでしょう。そして、学級の仲間でそれを乗

り越えてきたと思います。この舞台では、どの学級も心と歌声を一つにして力を出し切って欲しいと思っています。 

 保護者の皆様・地域の皆様、日頃から本校の教育にご理解とご協力頂きまして、誠にありがとうございます。 

本日は、本校生徒の歌声に少しでも感動して頂ければ幸いです。さあ、生徒の皆さん、がんばりましょう。 

        

 

 

    年   組   番 氏名   

第 38 回  合唱コンクール 
 

練馬文化センター  大ホール  

   平成２８年３月１４日（月） 

      開場    ９：５０  

      開演   １０：０５  
 

≪表紙絵 ３年Ａ組 木田 南海≫ 



 

 

 

 

プログラム 

１．開会式（開会の言葉・校長先生のお話・諸注意、審査項目）       １０：１０ 

２. １年生の部 課題曲「Let`s Search for Tomorrow」作詞：堀 徹 作曲：大澤 徹訓１０：２５ 

順 組 自由曲 指揮者 伴奏者 

１ Ｅ 道 
作詞・作曲 

山崎 朋子 
加藤 里奈 課題曲：木村  優希 

自由曲：伊藤 絵莉子 

心ひとつに前を向いてつき進もうＥ組の“道” 

２ Ａ マイバラード 
作詞・作曲 

松井 孝夫 佐藤 一柊 新井 悠太 

めざせ金賞！ＧＯＬＤ ＳＯＵＬ 

３ Ｂ 行き先 
作詞：長井 理佳 
作曲：貫輪 久美子 

佐々木 秀太 
課題曲：辻村 咲希 
自由曲：近藤 美優 

１Ｂは今一つになる。 

４ Ｃ 大切なもの 
作詞・作曲 

山崎 朋子 国府田 来夢 課題曲：澤村 優花 
自由曲：石井 深雪 

われらのハーモニーで 金賞へはばたけ♪ 

５ Ｄ 新しい世界へ 
作詞・作曲 
名和田 俊二 

保戸塚 結治 課題曲：小林 詩歩 
自由曲：安藤 未咲 

ＫＤＫＵ（輝け Ｄ組 感情込めて 歌います） 

３．２年生の部 課題曲「時の旅人」 作詞：澤田 じゅんこ 作曲：橋本 祥路  １１：３０ 

順 組 自由曲 指揮者 伴奏者 

１ Ｃ ヒカリ 作詞：瀬戸 沙織 
作曲：松下 耕 

田倉 宏之助 林 鞠那 

見せつけろ 我らの Ｃ
シー

だまＣ
シー

 

２ Ｄ 遠い日の歌 作詞：岩沢 千早 
作曲：橋本 祥路 

野村 咲衣 課題曲：林 剛生 
自由曲：笠原 英花 

Ｄ Ｄ Ｍ Ｋ
Ｄ組 団結 めざせ 金賞

～苦しみの先に楽しさがある～ 

３ Ｅ 明日へ 作詞・作曲 
富岡 博志 

比企 夢築 髙橋 茉子 

雲をよけ 世界照らすような 歌声で！！ 

４ Ａ 空駆ける天馬 作詞：館 蓬莱 
作曲：黒沢 吉徳  玲生 辻村 芽衣 

心に響け！ 俺らの美声！ 

５ Ｂ 心の瞳 作詞：荒木とよひさ 
作曲：三木 たかし 

大崎 舞夕 岡本 香音 

金に向かって走り出せ！ 

合唱コンクール実行委員長 ３年 E組 伊藤 さんご  

 とうとうこの日がやってきました。ついに本番当日です。これまでにいろいろなことがあったかと思いますが、始まっ

てしまえば終わるのはすぐです。だから、やるしかない！のです。クラスの仲間と取り組める最後の行事である合唱コ

ンクール。一・二年生はこのクラスでいられる最後の時をかみしめながら、そして三年生は、このメンバーでの集大成

となる今日が全員にとっての良い思い出となるように、全力で歌い、また全力で聴きましょう。 

 



            昼食（お弁当）・・・・・・・１２：２０ 
４．３年生の部 課題曲「大地讃頌」 作詞：大木 惇夫 作曲：佐藤 眞   １３：１０ 

順 組 自由曲 指揮者 伴奏者 

１ Ｅ モルダウ 作詞：岩河 三郎 
作曲：Ｂ.スメタナ 小川 丈裕 伊藤 さんご 

山を越え大地を駆けぬけ川が見えた。もう金賞しかない。～We are Dreamer～ 

２ Ｂ 流浪の民 作詞：市川都志春 
作曲：W・ｼｭｰﾏﾝ 柴 優太 課題曲：藪本 杏里 

自由曲：渡邊 もも 

流浪の３Ｂ ついにつかむぞ 僕らの金賞 

３ Ｄ 
親知らず 
  子知らず 

作詞：山本 和夫 
作曲：岩河 三郎 住岡 良晴 課題曲：山﨑 健斗 

自由曲：三田 菜々子 

はばたけ３Ｄ 金賞以外は許３Ｄ
さんでー

 

４ Ｃ 青葉の歌 作詞：小林 香子 
作曲 ：熊谷 賢一     万波 中正 課題曲：榎本 菜那 

自由曲：髙橋 葉奈 

奏でよう 青葉の歌を ３Ｃで 平和を願い ○金をいただく！！ 

５ Ａ ジェリコの戦い 黒人霊歌 伊藤 遼太 課題曲：新井 美海 

ＹＤＫ（やれば できる 金賞） 

 

５．職員合唱「上を向いて歩こう」・・・・・・・・・・１４：００ 

         作詞：永 六輔 作曲：中村 八大 

６．有志合唱「約束」・・・・・・・・・・・・・・・・１４：１５ 
      作詞・作曲  清水 知子   

 

７．３年合同合唱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４：２５ 

「ＣＯＳＭＯＳ」      作詞・作曲：ミマス  

「旅立ちの日に」      作詞：小嶋登 作曲：坂本浩美 

指揮者：柴 優太         伴奏者：髙橋 葉奈 

８．閉会式                     １４：４５ 

講評（特別審査員 滝口亮介氏）・成績発表・表彰式・音楽科より・閉会の言葉 

 

 

 

 

 

 

 



【実行委員・審査員・クラス紹介者】 

 実行委員 審査員 クラス紹介者 

１Ａ 中原 鼓央 富田 智陽 宮 千歩乃・水沼 真奈花 

１Ｂ 井上 琴 髙木 楓 江森 涼平・藤井 太雅 

１Ｃ 志田 來海 佐々木 勇貴人 嶋田 萌絵 

１Ｄ 藤井 扶由子 遠藤 慶英 竹内 理緒・平井 淨美 

１Ｅ 布勢 小夕利 林 彩乃 布勢 小夕利・澤畑 果歩 

２Ａ 加賀谷 咲貴 横山 由奈 髙山 ひかる・樋口 絢香 

２Ｂ 米山 あすか 大崎 舞夕 林 怜・元木 莉々花 

２Ｃ 川崎 沙衣 関原 悠太 佐々木 愛衣・松吉 真由 

２Ｄ 神宝 結美子 藤田 空 湯本 なつき・谷川 里帆 

２Ｅ 鈴木 響 飯島 蒸葉 粟井 菜々子・豊原 未奈 

３Ａ 小渕 茉莉奈 髙橋 孝太 大庭 万実・横川 汐音 

３Ｂ 仲林 安美 福田 有真 由利 拓也・江口 将史 

３Ｃ 伊藤 夢 鎌田 奈那 梶田 稜貴 

３Ｄ 久保 麻弥 礒村 ミラ 若松 萌・國米 星秀 

３Ｅ 伊藤 さんご 吉田 彩花 粟井 桃子・吉田 彩花 

 

 

【パートリーダー】 

 ソプラノ アルト テノール（男声） バス（男声） 

１Ａ 庄司 春菜 和田 璃乃 富田 智陽・大庭 龍華 

１Ｂ 髙木 楓 井上 琴 鳴島 悠斗・藤井 太雅 

１Ｃ 志田 來海 嶋田 萌絵 木村 和也・増嶋 快翼 

１Ｄ 竹内 理緒 二瓶 歩 金子 夢・遠藤 慶英 

１Ｅ 加藤 里奈 明石 珠実 堀中 太陽・保戸塚 雅紀 

２Ａ 相良 菜々香 佐野 結莉奈 福田 敦士・本間 駿 

２Ｂ 中川 結衣 大崎 舞夕 池上 泰樹・貝谷 悠 

２Ｃ 室賀 琳夏 川崎 沙衣 谷 直明・野村 凌司 

２Ｄ 湯本 なつき 新井 涼郁 滝川 智章・落合 智洋 

２Ｅ 村本 佐紀 粟井 菜々子 稲葉 健二・小野 颯 

３Ａ 沖田 夏子 大庭 万実 髙橋 孝太 呉本 将弥・平井 智顕 

３Ｂ 中口 柚花 花井 美月 七条 広大 江口 将史 

３Ｃ 中根 暦 髙  果蓮 勝俣 圭郷 髙橋 侑希・梶田 稜貴 

３Ｄ 澤 美里 久保 麻弥 國米 星秀 花岡 壮太 

３Ｅ 吉田 彩花 岡野 聖奈・粟井 桃子 小川 丈裕 大谷 弘一・渡邉宗一郎 

    

 

≪保護者の皆様へ≫ 

・当日の時程はあくまでも予定です。余裕をもってお越しください。また、このプログラムをお持ちください。 

・保護者席は２階です。またビデオ撮影は２階両サイドの座席でのみお願いします。 

・携帯電話での撮影及びカメラのフラッシュは禁止です。また、携帯電話の電源は必ずお切りください。 

・会場でのガムやあめ等の飲食は固くお断りします。（文化センターからの要望です） 

・ゴミはすべてお持ち帰りください。（自動販売機も使用できません）       


