


プ ロ グ ラ ム（前半）

♪はじめのことば 高野 知宙
たかの ちひろ

（ゆりがおか児童合唱団）

♪合同合唱 （前半出演団体） 指揮 大塚 誠一 ピアノ 橋本 麻子

そよ風は友だち 作詩 やなせ・たかし 作曲 吉田 孝古麿

１．藤沢ジュニア・コーラス （9人・藤沢市） 指揮 藤原 規生 ピアノ 荻原 咲菜

児童合唱と2人のリコーダー奏者またはキーボード奏者のための「はるがきた」から

おがわのマーチ ーぐるーぷめだかー 作詩 工藤 直子 作曲 松下 耕

みなさんこんにちは藤沢ジュニア・コーラスです。会って歌えない間はリモートで練習をしていました。だから、一
緒に歌えることがとても素晴らしいことだとわかります。今日は元気いっぱい歌います。

小さな木の実 作詩 海野 洋司 作曲 ビゼー

編曲 石川 晧也

作詩 安西 薫 作曲 長谷部 匡俊大空よあなたのもとに

２．都筑少年少女合唱団 （13人・横浜市） 指揮 白鳥 和美 ピアノ 山室 知子

NHKテキスト「みんなのうた」から

いろはまつり 作詩 長島 由佳 作曲 長島 由佳

ヘンなＡＢＣ 作詩 桜井 順 作曲 桜井 順

作曲 米津 玄師作詩 米津 玄師

編曲 米津 玄師

パプリカ

ふる里を愛しふる里に愛される合唱団を目指し、2009年の春に誕生した合唱団です。都筑区のオリジナルソン
グの継承と、少年少女ならではの歌声を大切にしています。

３．ゆりがおか児童合唱団 （22人・川崎市） 指揮 藤井 大輔 ピアノ 和田 良枝

組歌「四季」から

花 作詩 武島 羽衣 作曲 滝 廉太郎

【グループ１】

童声合唱とピアノのための「リフレイン」 から

遠く 作詩 覚 和歌子 作曲 信長 貴富

一昨年、創立50周年を迎え新たな一歩を踏み出しました。団員達は、歌の魅力を更に届けたい！と練習にも力
が入ります。8/14には定期演奏会も開かれます。ゆり児の明るい歌声をぜひ聴きにいらしてください。

４．バンビーノ・バンビーナ （12人・藤沢市） 指揮 福井 和美 ピアノ 鈴木 栄美

女声・同声合唱による10のメルヘン「愛する歌」から

ユレル 作詩 やなせ たかし 作曲 木下 牧子

結成8年目を迎えました。12月のクリスマスコンサートでは音楽劇「笛吹パパゲーノ」や合唱を5歳から高校生ま
で22名で演奏しました。ジュニア合唱祭には初めてチャレンジします。

二部合唱曲「未来へ」から

未来へ 作詩 谷川 俊太郎 作曲 信長 貴富
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５．金沢少年少女合唱団 （18人・横浜市） 指揮 木村 実央 ピアノ 佐藤 眞澄

児童合唱のための組曲「富士山」から

春がきたから 作詩 峯 陽 作曲 小林 秀雄

横浜市金沢区で小学生から大学生までの仲間と毎週楽しく練習しています。組曲の「富士山」は先輩たちも
歌ってきた私達の好きな歌です。今回はその中でも特に好きな2曲を演奏します。

百年たったある日の朝 作詩 峯 陽 作曲 小林 秀雄

指揮 山下 めい

プ ロ グ ラ ム（後半）

♪合同合唱 （後半出演団体） 指揮 神林 淳 ピアノ 橋本 麻子

そよ風は友だち 作詩 やなせ・たかし 作曲 吉田 孝古麿

― 休憩 20分間 ―

６．相模ひばり少年少女合唱団 （15人・相模原市） 指揮 土屋 結乃 ピアノ 田口 佐緒理

日本語で歌う ジョン・ラター 女声合唱のための

素晴らしきものすべてを 作詩 C．F．アレキサンダー 作曲 ジョン・ラター

相模原市南区で月３回、年長～高校生まで和気あいあいと活動しています。コロナ禍で活動出来ない期間もあ
りましたが、その分みんなで再び歌えた時の喜びは格別で10月には定期演奏会を開催することが出来ました。
新入団員も増えたら良いな…と願いつつ仲良く元気に歌っていきたいです。

しあわせになあれ

訳詩 ヘルビック 貴子

編曲 弓削田 健介作詩 弓削田 健介

７．Happiness幸 合唱団 （14人・川崎市） 指揮 松浦 朋 ピアノ 松浦 朋

若松歓合唱作品集「See You Again」から

船で行こう！ 作詩 桑原 永江 作曲 若松 歓

ピアノ 村田 静

小学生のためのクラス合唱新曲集「僕はアスリート」から

歌が息をする 作詩 渡瀬 昌治 作曲 高橋 晴美

Happiness幸合唱団は「歌でつながるみんなの輪」をコンセプトに結成して3年目になります。みんなで歌うこと
が大好きな幼稚園児から中学生の子ども達を中心に川崎市幸区で活動しています。今回はコロナの影響で練
習回数が減ってしまい、ステージに出られず残念です。また次回、出られるよう準備してまいります。
このご時世だからこそ、皆さんに元気とハピネスを届けられるよう心をこめて歌いましたのでどうぞお聴き下さい。

８．ほどがや少年少女合唱団 （11人・横浜市） 指揮 福田 美知子 ピアノ 橋本 麻子

「小学生の楽しいコーラス」から

歌えバンバン 作詩 阪田 寛夫 作曲 山本 直純

今年、合唱団創立32周年を迎えました。幼稚園から中学生とＯＧも加わって、楽しく練習しています。今回2曲
目に歌う「春はいま」は、この時期にピッタリな卒業ソングで、新しい世界への希望にあふれた曲です。

中学生のための新しい歌唱教材集「ハートのアンテナ」から

春はいま 作詩 弓削田 健介 作曲 弓削田 健介
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９．マナビノキ合唱団 （15人・鎌倉市） 指揮 末原 絵美 ピアノ 髙橋 ゆり夏

小学生のための合唱曲&合奏曲集「卒業式のおくりもの 第2集」から

COSMOS 作詩 ミマス 作曲 ミマス

「歌が好き！歌いたい！」のマナビノタネをもった子供達と元小学校教諭で結成した3年目の合唱団。自分達の
「今」に合った曲を歌いながら、歌詞の意味を考え、表現を工夫しながら、皆で１つの曲を創り上げています。

編曲 宮澤 裕

第87回（2020年度）NHK全国学校音楽コンクール課題曲(小学校 同声二部合唱)から

好奇心のとびら 作詩 原 ゆたか 作曲 田中 公平

編曲 横山 裕美子

１０．ゆりがおか児童合唱団 （22人・川崎市） 指揮 藤井 大輔 ピアノ 和田 良枝

童声合唱とピアノのために「だいじなさがしもの」から

ちっちゃな家に ドイツのなぞなぞ 作曲 林 光

【グループ2】

童声合唱とピアノのための「リフレイン」 から

こみちのきもち 作詩 覚 和歌子 作曲 信長 貴富

一昨年、創立50周年を迎え新たな一歩を踏み出しました。団員達は、歌の魅力を更に届けたい！と練習にも力
が入ります。8/14には定期演奏会も開かれます。ゆり児の明るい歌声をぜひ聴きにいらしてください。

♪おわりのことば 川畑 心暖
かわばた こはる

（相模ひばり少年少女合唱団）

♪ エンディング・・・

お 願 い

本日は、ご来場いただき誠にありがとうございます。
本日の録音は神奈川県合唱連盟にて、また写真撮影につきましては、神奈川県合唱連盟の委託
業者が行っております。一般のお客様による録音・録画・写真撮影はご遠慮くださいますようお願
い申し上げます。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、常時マスクの着用、ひと席ごとの着席等にご協力
頂きますようお願い申し上げます。

神奈川県合唱連盟 神奈川県ジュニア合唱祭運営スタッフ

理 事 長
副 理 事 長
事 務 局
事 務 局 長
事務局次長
主 事
事 務 局 員

実 行 委 員

志澤 彰
岩本 達明 ・ 佐藤 美紀子 ・ 杉山 範雄

岩渕 正観
渋谷 直美 ・ 田中 勝
青山 道代 ・ 草道 祥子 ・ 志賀 寛子 ・ 松浦 ゆりや
青木 千佳代 ・ 青山 道代 ・ 並木 伸子

大塚 誠一（実行委員長） ・ 神林 淳（副実行委員長） ・ 熊谷 康子 ・ 有吉 祐人
藤井 大輔 ・ 青山 道代 ・ 石毛 俊江 ・ 遠藤 智恵子

写真撮影 株式会社フォトライフ



♪ 第40回神奈川県ジュニア合唱祭開催報告 ♪

少し汗ばむくらい暖かい天候に恵まれ３月２７日（日）横浜市市民文化会館関内ホール
大ホールにて第40回神奈川県ジュニア合唱祭が開催されました。
初参加の団体も含めて8団体9グループの元気な歌声がホールいっぱいに響き渡りまし
た。お互いの演奏を聴き、感想を送り合うメッセージカード交換では、どこの団体にもたくさ
んのメッセージが集まりました！また、ステージ上だけでしたが前半、後半の２回、合同合
唱を行うこともできました。エンディングに企画していた先生方のサプライズ合同演奏も大
成功！子どもたちは先生方の歌う姿を大きな目で見つめながら聴き、とっても大きな拍手
をしてくれました。
コロナの影響で参加できなかった団体もありましたが、３年ぶりの開催と言うことで、参加
した子どもたちはとても楽しんでくれていたようです。次回開催時も、より多くの団体に参加
いただけるよう楽しい合唱祭の開催を企画してまいります！

ジュニア合唱祭実行委員会

またいっしょに歌いましょう♪


