
きみつコーラルフェスト　２０１７
♪　プログラム　♪

◇　実行委員長　開会挨拶

全員合唱 指揮：石川　真奈美 ピアノ：鈴木　花織
・ 君津市民の歌 作詞：森　菊蔵　 作曲：狛林　正一

　　※プログラムの中に歌詞が載っています。皆さん、ご一緒に！

1. きみつ少年少女合唱団 指揮：石川　真奈美 ピアノ：鈴木　花織
・無伴奏女声（同声）合唱のための「７つの子ども歌」より 沖縄わらべうた 編曲：信長 貴富

「てぃんさぐぬ花」
・オリジナル・スマイル 作詞：森　浩美 作曲：馬飼野 康二 編曲：佐藤 賢太郎

2. わらべうたサークル 指揮：松本　衣子　　 ピアノ：松岡　知子
・お江戸日本橋 江戸わらべうた 編曲：平井　康三郎
・かえるのけんか 作詞：小林　純一、中田　喜直 作曲：中田　喜直

　　　　
3. アンサンブル　うさぎとかめ 指揮：飛永　悠佑輝

・Ave Maria（アヴェ　マリア） 作曲：ジョスカン　デ・プレ
・Ne l’aria in Questi di (堅固なお城） 作曲：チプリアーノ・デ・ローレ

4. 周西小学校 指揮：川名　芳江 ピアノ：本橋　弘美
・いまだよ 作詞：宮下　奈都 作曲：信長　貴富　
・同声合唱曲集「世界はつながりながら回っている」から

「世界はつながりながら回っている」 作詞：みなづき　みのり 作曲：大田　桜子　

5. ウィングコーラス　 指揮：榎本　京子 ピアノ：竹本　三佳
・女声合唱組曲「二度とない人生だから」より

「花・願い」 作詞：坂村　真民 作曲：鈴木　憲夫　
「つゆのごとくに」
「からっぽ・サラリ」

6. 響の会 指揮：松本　衣子　　 ピアノ：飯田　陽子
・南海譜より　「いでそよ人を」 作詞：谷川　雁 作曲：新実　徳英　
・「女声合唱とピアノのための五つのシャンソン」より

「生きる」 作詞：山本瓔子 作曲：新実　徳英　

7. 南子安小学校 指揮：石川真奈美 ピアノ：関根奈々（６年）、山本貴美子（講師）
・小さくても大きい 作詞：片岡　輝 作曲：大熊　崇子
・希望の歌　交響曲第９番 作詞：シラー 作曲：ベートーヴェン 編曲：長岡成貢

　　　　六ツ見純代 　　　　藤澤ノリマサ

8. 君津市民合唱団 指揮：榎本　京子 ピアノ：松岡　知子
・混声合唱とピアノのための「近代日本名歌抄」より　

「青い眼の人形」 作詞：野口　雨情 作曲：本居　長世 編曲：信長　貴富
「カチューシャの唄」 作詞：島村　抱月 作曲：中山　晋平 編曲：信長　貴富

　　　　相馬　御風

9. 君津銀鈴合唱団 指揮：澤　仙森 ピアノ：渡辺　恵子
・夜来香 訳詞：佐伯　孝夫 作曲：黎　錦光 編曲：澤　仙森
・うりずんの頃 作詞：永井　龍雲 作曲：永井　龍雲 編曲：澤　仙森

10. すさいハーモニー 指揮：田邉　真奈美　 ピアノ：佐星　美緒
・三つのわらべ歌 　 編曲：源田　俊一郎

「ずいずいずっころばし」
「通りゃんせ」
「あんたがたどこさ」

・こがね虫 作詞：野口　雨情 作曲：中山　晋平 編曲：坪野　春枝
・糸 作詞：中島　みゆき 作曲：中島　みゆき 編曲：山田　香

11. クレッシェンド 指揮：榎本　京子 ピアノ：山本　いさ子
・女声合唱曲集「あたらしい季節」より　　「東の風」 作詞：薩摩　忠 作曲：湯山　昭
・砂時計のうた　　 作詞：近江　靖子 作曲：湯山　昭
・こんなに秋の晴れた日は 作詞：中村　千栄子 作曲：湯山　昭
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♪　プログラム　♪

みんなで歌おう 指揮：榎本　京子 ピアノ：山本　いさ子
・里の秋 作詞：斎藤　信夫 作曲：海沼　實
・虫の声 文部省唱歌

～～～～～～～～ 　　休憩 ～～～～～～～～

12. グランディ きみつ合唱団 指揮：石橋　順子 ピアノ：徳野　彩
・ちいさい秋みつけた 作詞：サトウ　ハチロー 作曲：中田　喜直
・星ひとつ 作詞：神崎　ゆう子 作曲：坂田　修
・365歩のマーチ 作詞：星野　哲郎 作曲：米山　正夫

13. さくらコーラス 指揮：石井　洋子　 ピアノ：石橋　里奈
・唱歌 夏のメドレー 「われは海の子」 文部省唱歌

「砂山」 作詞：北原　白秋 作曲：中山　晋平
「椰子の実」 作詞：島崎　藤村 作曲：大中　寅二

・メリーウイドーワルツ 訳詞：不詳 作曲：フランツ　レハール

14. アンサンブル　狸囃子 ピアノ：田邉　真奈美
・オールド・ブラック・ジョー 訳詞：緒園　涼子 作曲：S.C.フォスター 編曲：徳永　洋明
・案山子 作詞・作曲　さだ まさし 編曲：鈴木　憲夫

15. 小糸ハーモニー 指揮：榎本　京子 ピアノ：竹本　三佳
・女声／同声合唱曲集より　「春に」 作詞：谷川　俊太郎 作曲：木下　牧子
・群青 福島県相馬市立小高中学校平成２４年度卒業生（構成）小田美樹

作曲：小田　美樹 編曲：信長　貴冨

16. 千葉県立君津高等学校合唱部　　 指揮：青木　美和子
・かくてフィロメラは愛を失い 作曲：THOMAS　MORLEY
・O　ｆｌｙ　noｔ，love　 作曲：THOMAS　MORLEY
・どうしていつも 作詞：まど　みちお 作曲：木下　牧子

17. 新日鐵住金君津合唱団 指揮：半田　曉 ピアノ：田邉　真奈美
・Magnificat　Ｄ-Ｄｕｒ　ＢＷＶ243から 作者不詳 作曲：Ｊｏｈａｎｎ　 Ｓｅｂａｓｔｉaｎ Ｂａｃｈ

「Magnificat」
・雪の子守唄 作詞：みなづきみのり 作曲：北川　昇

18. そよかぜ合唱団 指揮：松本　衣子　　 ピアノ：飯田　陽子
・島唄 作詞：宮沢　和史 作曲：宮澤　裕
・芭蕉布 作詞：吉川　安一 作曲：小口　浩司

19. アンサンブル 宝石箱 指揮：星野　行江 ピアノ：石橋　里奈
・青い鳥 作詞：安岡　優 作曲：北山　陽一 編曲：牧戸　太郎
・Ecce Fidelis servus 作詞：不詳 作曲：Gabriel Faure 編曲：Gabriel Thomas

20. ブルーハーモニー 指揮：榎本　京子 ピアノ：竹本　三佳
・「レクイエム」より 「Dies irae」（怒りの日） 作曲：モーツｱルト

「Lacrymosa」（涙の日）
「Sanctus」（聖なるかな）

21. アンサンブル　コローレ

・旅愁 訳詞：犬童球渓 作曲：J.P.オードウェイ 編曲：信長　貴冨

・てぃんさぐぬ花 沖縄わらべうた 編曲：信長　貴冨

・砂山 作詞：北原　白秋 作曲：中山　晋平 編曲：信長　貴冨

22. グリークラブ コロボックル 指揮：西山　和宏 ピアノ：江川　千尋
・酒　頌 作詞：W.B.Yeats 訳詞：林　望 作曲：上田　真樹
・男声合唱とピアノのための組曲 作詞：谷川　俊太郎 作曲：松本　望

「天使のいる構図」から「Ⅴ．Ｆｉｎａｌｅ」

エンディング合唱 指揮：西山　和宏 ピアノ：江川　千尋
・ Ave Verum Corpus 作曲：W.A.Mozart
・ 大地讃頌 作詞：大木　惇夫 作曲：佐藤　眞

◇　副実行委員長　閉会挨拶


