
きみつコーラルフェスト　２０１８
♪　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：山本　貴美子 12:30
・ 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：山本　貴美子 12:40
・こきりこ 富山県民謡 編曲：小林　秀雄
・さんぽ 作詞：中川　季枝子 作曲：久石　譲 編曲：倉知　竜也

2. そよかぜ合唱団 指揮：松本　衣子　　 ピアノ：飯田　陽子 12:49
・旅立ちの時 作詞：ドリアン助川 作曲：久石　譲 編曲：富澤　裕
・見えない翼 作詞：佐々木　香 作曲：長倉　鈴恵

3. さくらコーラス 指揮：石井　洋子　 ピアノ：石橋　里奈 12:58
・いのちの歌 作詞：Miyabi 作曲：村松崇継 編曲：板垣敬子
・瑠璃色の地球 作詞：松本隆 作曲：平井夏美 編曲：田中達也　

4. わらべうたサークル 指揮：松本　衣子　　 ピアノ：松岡　知子 13:07
・合唱組曲「虫の絵本」より

チョウチョウ 作詞：まど　みちお 作曲：吉岡　弘行
しあわせよカタツムリにのって 作詞：やなせ　たかし 作曲：信長貴富

5. 南子安小学校 指揮：石川真奈美 ピアノ：山本貴美子 13:16
・U＆I 作詞：若松　歓 作曲：若松　歓
・同声合唱組曲 「ユウキノウタ」より　 作詞：みなづきみのり 作曲：松下　耕

ぼくのドラゴン

6. 周西小学校 指揮：川名　芳江 ピアノ：本橋　弘美 13:25
・出発 作詞：工藤直子 作曲：松下　耕
・合唱組曲「こころに地図をひらいたら」から

こころの地図 作詞：覚　和歌子 作曲：信長貴富

7. 響の会 指揮：松本　衣子　　 ピアノ：飯田　陽子 13:34
・「女声合唱とピアノのための五つのシャンソン」より

春色の雨 作詞： 山本瓔子 作曲：新実　徳英　
金色の実 作詞： 山本瓔子 作曲：新実　徳英　

8. アンサンブル　うさぎとかめ 指揮：飛永　悠佑輝 13:43
・Domine,labia mea aperies グレゴリオ聖歌 作曲：オルランド・ディ・ラッソ

 (主よ、私の唇を開いてください）
・Mentre il cuculo il suo cucu cantava 作詞：不詳 作曲：ジョセッペ・カイモ

  (カッコーうたう）
・Vezzozi augelli (優雅な鳥のさえずり） 作詞：不詳 作曲：ルカ・マレンツィオ

9. アンサンブル 宝石箱 指揮：星野　行江 ピアノ：萱野　千香 13:52
・Tantum ergo カトリック聖歌 作曲：Gabriel Faure

（かくも偉大な秘跡を伏して拝もう）
・Requiem より第6曲　Libera me　　　　　　　　　　　ミサ固有文 作曲：Gabriel Faure

（ われを解き放ちたまえ）

10. 君津市民合唱団 指揮：榊原　哲 ピアノ：田邉　真奈美 14:01
・混声合唱のための「うた・ねがい・明日ともなれば」より　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ねがい 作詞：佐藤　信 作曲：林　光
うた 作詞：佐藤　信 作曲：林　光

みんなで歌おう 指揮：榊原　哲 ピアノ：田邉　真奈美 14:10
・紅葉（もみじ） 作詞：高野　辰之 作曲：岡野　貞一
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きみつコーラルフェスト　２０１８
♪　プログラム　♪

11. グランディ きみつ合唱団 指揮：石橋　順子 ピアノ：徳野　彩 14:31
・竹田の子守唄 日本民謡
・にじ 作詞：新沢　としひこ 作曲：中川　ひろたか
・オー・シャンゼリゼ 作詞：マイク・ウイルシュ 作曲：マイク・ディーガン

12. クレッシェンド 指揮：榎本　京子 ピアノ：山本　貴美子 14:41
・女声合唱曲集「あたらしい季節」より    

風はきまぐれ 作詞：近江　靖子 作曲：湯山　昭
夜を待つ 作詞：サトウ・ハチロー 作曲：湯山　昭
あたらしい季節 作詞：薩摩　忠 作曲：湯山　昭

13. 新日鐵住金君津合唱団 指揮：半田　曉 ピアノ：田邉　真奈美 14:50
・風景 作詞：工藤　直子 作曲：高嶋　みどり
・Ａｌｌ　ｔｈｉｎｇｓ　ｂｒｉｇｈｔ　ａｎｄ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ 作詞：Cecil Alexander 作曲：John Rutter

（全ては輝き　美しい）

14. 千葉県立君津高等学校合唱部　　 指揮：青木　美和子 14:59
・Spring‐time mantleth　every　bough 作曲：Ｔ．モーリー

（春にはあらゆる枝に衣が）
・Veni,veni Emmanuel（久しく待ちにし） 作曲：Ｚ．コダーイ

15. すさいハーモニー 指揮：田邉　真奈美　 ピアノ：佐星　美緒 15:08
・花の街 　 作詞：江間章子 作曲：團伊玖磨
・ゆりかごの唄 作詞：北原白秋 作曲：草川　信 編曲：坪野　春枝
・春の日の花と輝く 訳詞：堀内敬三 アイルランド民謡 編曲：源田俊一郎　

16. ウィングコーラス　 指揮：榎本　京子 ピアノ：竹本　三佳 15:17
・女声合唱のために「のはらうた」より

さんぽ 作詞：工藤　直子 作曲：新実　徳英　
さかさま 作詞：工藤　直子 作曲：新実　徳英　

・女声合唱のための組曲「旅」より　　　　
旅のよろこび 作詞：山之井　愼 作曲：佐藤　眞
なぎさ歩めば 作詞：山之井　愼 作曲：佐藤　眞

17. ブルーハーモニー 指揮：榎本　京子 ピアノ：竹本　三佳 15:26
・ディズニー名曲集より　　　　　　　　　

レット・イット･ゴー～ありのままで～ 訳詞：高橋　知伽江 作曲：ｸﾘｽﾁｬﾝ ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ ﾛﾍﾟｽ＆ﾛﾊﾞｰﾄ ﾛﾍﾟｽ
いつか王子様が 訳詞：水島　哲 作曲：ﾌﾗﾝｸ ﾁｬｰﾁﾙ
小さな世界 訳詞：若谷　和子 作曲：シャーマン兄弟

18. アンサンブル　コローレ 15:35
・Ａｖｅ　Ｍａｒｉａ 作曲：チョピ
・夜のうた 作詞：阪田　寛夫 作曲：佐々木　伸尚

19. 小糸ハーモニー 指揮：榎本　京子 ピアノ：竹本　三佳 15:44
・海の声 作詞：篠原　誠 作曲：島袋　優　 編曲：古川　陽子
・変わらないもの 作詞：山崎　朋子 作曲：山崎　朋子

20. 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 15:53
・前へ 作詞：佐藤　賢太郎 作曲：佐藤　賢太郎
・今、ここに 作詞：伊藤　玲子 作曲：松下　耕

エンディング合唱 指揮：西山　和宏 ピアノ：江川　千尋 16:02
・ 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 16:12


