
A 日程 プログラム
第 1日目　12 月 26 日（金）

11:00 着席完了�事務連絡
11:10 Ａ日程開会式

あいさつ�小川啓二（全日本高等学校オーケストラ連盟理事長�清真学園高等学校中学校教諭）
祝辞�小松親次郎（文部科学省初等中等教育局長）

学校紹介

［ 1 ］ 11:30 国際基督教大学高等学校　オーケストラ部（指揮：竹内　修）��������������������16人 �（P26）
　モーツァルト /交響曲第 29番�第 3,�４楽章
　L. アンダーソン /�タイプライター

［ 2 ］ 11:51 明星学園中学校�高等学校　アンサンブル部（指揮：山崎　聡）�������������������56人 �（P27）
　ドヴォルザーク /交響曲第 8番�第 4楽章

［ 3 ］ 12:12 東京都立青山高等学校　青山フィルハーモニー管弦楽団（指揮：盛藤　舞）��������������72人 �（P28）
　ブラームス /大学祝典序曲

［ 4 ］ 12:28 日本女子大学附属高等学校　�弦楽クラブ� ����������������������������43人 �（P29）
　メンデルスゾーン /弦楽のための交響曲�第 8番�第 4楽章

［ 5 ］ 12:46 横浜英和女学院中学高等学校　オーケストラ部（指揮：柴﨑　明）������������������46人 �（P30）
　チャイコフスキー /交響曲第 4番�第 4楽章

［ 6 ］ 13:04 東京都立三田高等学校　�管弦楽部（指揮：仲田賀一）������������������������58人 �（P31）
　サン＝サーンス /「アルジェリア組曲」より�4. フランス軍隊行進曲
　ムソルグスキー /交響詩「禿げ山の一夜」

［ 7 ］ 13:25 浦和明の星女子中学�高等学校　アンサンブル部（指揮：白井夕紀）�����������������73人 �（P32）
　ボロディン /歌劇「イーゴリ公」より�ダッタン人の踊り

［ 8 ］ 13:43 宮城学院高等学校　弦楽アンサンブル������������������������������15人 �（P33）
　モーツァルト /ディヴェルティメント�K.136�第 1 楽章

［ 9 ］ 13:53 栃木県立鹿沼高等学校　音楽部管弦楽団（指揮：中島正浩）���������������������28人 �（P34）
　オッフェンバック /喜歌劇「天国と地獄」序曲

［10］ 14:10 玉川学園　��オーケストラ部（指揮：鈴木孝春）� �������������������������26人 �（P35）
　メンデルスゾーン /弦楽のための交響曲�第 9番�「スイス」

［11］ 14:29 群馬県立中央中等教育学校　管弦楽部（指揮：ジェフリー�バドリック）�������������� 105 人 �（P36）
　ラフマニノフ /交響曲第 2番�第 4楽章

［12］ 14:50 福島県立橘高等学校　��管弦楽部（指揮：深瀬幸一）� �����������������������51人 �（P37）
　シベリウス /交響曲第 2番　第 4楽章

［13］ 15:11 岐阜県立大垣南高等学校　オーケストラ部（指揮：横幕功充）��������������������82人 �（P38）
　ファリャ /バレエ音楽「三角帽子」より終幕の踊り
　バーンスタイン /キャンディード序曲

［14］ 15:28 福島県立福島高等学校　管弦楽団（指揮：馬場和美）������������������������54人 �（P39）
　Ｊ．シュトラウスⅡ /喜歌劇「こうもり」序曲

［15］ 15:43 宮城県仙台第一高等学校��室内楽部
宮城県宮城第一高等学校��管弦楽部
宮城県富谷高等学校��弦楽合奏部　　合同オーケストラ� 56 人

�（P40）
�（P41）
�（P42）

　ロッシーニ /歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲 ( 指揮：丸山泰史）
　L. アンダーソン /舞踏会の美女 ( 指揮：天野綾子 )

［16］ 16:01 松本秀峰中等教育学校　��オーケストラ部（指揮：古原さよ子）� ������������������44人 �（P43）
　ベートーヴェン /交響曲第 7番�第 1楽章

［17］ 16:26 静岡県西遠女子学園　��オーケストラ部（指揮：村木秀駿）� ��������������������69人 �（P44）
　ブラームス /交響曲第 1番�第 4楽章

［18］ 16:42 山陽女学園中等部�高等部　管弦楽部（指揮：乾　剛）�����������������������44人 �（P45）
　ドリーブ /バレエ音楽「コッペリア」より “マズルカ ”
　ドヴォルザーク /交響曲第 8番�第 4楽章

［19］ 17:03 ノートルダム女学院中学高等学校　��オーケストラクラブ（指揮：中　勝弘）� ������������53人 �（P46）
　ワーグナー /歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第 1幕への前奏曲

［20］ 17:23 埼玉県立浦和西高等学校　管弦楽部
春日部共栄中学高等学校　管弦楽部　　合同オーケストラ���������������������88人

�（P47）
�（P48）

　シューベルト /軍隊行進曲（指揮：後藤祐佳）
　ホルスト /組曲「惑星」より “木星 ”（指揮：小野裕子）

17:36 事務連絡
17:41 Ａ日程１日目終了
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9:40 着席完了�事務連絡
9:50 選抜オーケストラ（Ｂ）������������������������������������ 126 人

　シューベルト /交響曲第 7番「未完成」第 1楽章
　指揮：大川内弘（元日本フィルハーモニー交響楽団　コンサートマスター）

10:20 選抜オーケストラ（Ａ）������������������������������������ 121 人
　ブリテン /青少年のための管弦楽入門
　指揮：河地良智（洗足学園音楽大学　大学院　副学長�大学院長）

学校紹介

［21］ 11:00 神奈川大学附属中 ･高等学校　��音楽部（指揮：相澤拓生）� ��������������������67人 �（P49）
　チャイコフスキー /スラヴ行進曲

［22］ 11:16 田園調布学園中等部高等部　��管弦楽部（指揮：桑原正人）� ��������������������66人 �（P50）
　シェーンベルク /レ�ミゼラブル

［23］ 11:32 新潟県立高田高等学校　��管弦楽部（指揮：森田彩音）� ����������������������35人 �（P51）
　ドリーブ /バレエ組曲「コッペリア」より “マズルカ ”�“ チャルダッシュ ”

［24］ 11:53 聖徳大学附属女子中学校�高等学校　��管弦楽部（指揮：幸重雅也）� ����������������21人 �（P52）
　コルンゴルト /弦楽四重奏曲第２番より３つの章（弦楽合奏版）
　ハイドン /交響曲第 84番�第 4楽章

［25］ 12:14 京都女子中学�高等学校　��オーケストラクラブ（指揮：成瀬浩健）� ��������������� 121 人 �（P53）
　シューマン /交響曲第 4番�第 3,�4 楽章（1851 年版）

［26］ 12:35 千葉県立幕張総合高等学校　��シンフォニックオーケストラ部（指揮：佐藤　博）� ��������� 129 人 �（P54）
　R. シュトラウス /アルプス交響曲

12:50 昼食
13:40 着席完了

［27］ 13:50 清泉女学院中学高等学校　　管弦楽部（指揮：青木雅也）����������������������63人 �（P55）
　ビゼー /「アルルの女」第 2組曲より “ファランドール ”　
　シベリウス /交響詩「フィンランディア」

［28］ 14:08 静岡県立清水南高等学校�同中等部　��管弦楽部（指揮：遠藤直之）� ����������������82人 �（P56）
　Ｊ．シュトラウスⅡ世 /喜歌劇「こうもり」序曲

［29］ 14:24 明治大学付属中野中学�高等学校　��音楽部（指揮：芝﨑豊春）� ������������������97人 �（P57）

　ベートーヴェン /交響曲第 5番�第 3,�4 楽章
［30］ 14:45 成田高等学校　��音楽部（指揮：若林　浩）� ���������������������������76人 �（P58）

　ホルスト /組曲「惑星」より “木星 ”
［31］ 14:59 千葉市立稲毛高等学校�附属中学校　　弦楽オーケストラ部（指揮：川上綾子）������������38人 �（P59）

　ホルスト /セントポール組曲�第 1,�3,�4 楽章
［32］ 15:17 栃木県立栃木女子高等学校　��オーケストラ部（指揮：原　桂一）� �����������������43人 �（P60）

　ワーグナー /歌劇「リエンツィ」序曲
［33］ 15:37 千葉県立船橋高等学校　��オーケストラ部（指揮：高野雅大）� �������������������56人 �（P61）

　チャイコフスキー /スラブ行進曲
［34］ 15:54 品川女子学院　��オーケストラ（指揮：小山　誠）� ������������������������87人 �（P62）

　芥川也寸志 /弦楽のため三楽章�第 1楽章
　チャイコフスキー /バレエ音楽「白鳥の湖」より “ワルツ ”
　チャイコフスキー /バレエ音楽「眠りの森の美女」より “ワルツ ”

［35］ 16:15 目黒星美学園中等部高等部　��管弦楽部（指揮：石井実香）� ��������������������47人 �（P63）
　ドヴォルザーク /交響曲第 9番「新世界より」第 4楽章

［36］ 16:34 東京都立西高等学校　��管弦楽部（指揮：鈴木和馬）� �����������������������56人 �（P64）
　チャイコフスキー /バレエ組曲「くるみ割り人形」より抜粋

［37］ 16:55 安城学園高等学校　　オーケストラ（指揮：波馬朝光）�����������������������33人 �（P65）
　ホルスト /セントポール組曲　第 1,�4 楽章

［38］ 17:14 広島大学附属中�高等学校　��管弦楽班（指揮：原　寛暁）� ��������������������83人 �（P66）
　ボロディン /歌劇「イーゴリ公」より�ダッタン人の踊り

［39］ 17:32 岡山県立岡山朝日高等学校　��管弦楽団（指揮：松北髙行）� ��������������������89人 �（P67）
　サン＝サーンス�/ 交響詩「�死の舞踏�」作品４０　ヴァイオリン独奏：長坂　拓己
　ヴェルディ�/ 歌　劇「�運命の力�」序曲

17:47 Ａ日程閉会式
祝辞�臼井学（文部科学省初等中等教育局教育課程課�教科調査官）
あいさつ�小川啓二（全日本高等学校オーケストラ連盟理事長�清真学園高等学校中学校教諭）

17:57 Ａ日程２日目終了

第 2日目　12 月 27 日（土）

A 日程 プログラム
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B 日程 プログラム
第 1日目　12 月 28 日（日）

11:00 着席完了
11:10 Ｂ日程開会式

あいさつ�小川啓二（全日本高等学校オーケストラ連盟理事長�清真学園高等学校中学校教諭）
学校紹介

［40］ 11:30 山梨高文連オーケストラ　（指揮：中　源博）���������������������������21人 �（P68）
　レスピーギ /リュートのための古風な舞曲とアリア第 3組曲より
　ブラームス /ハンガリー舞曲�第 5番

［41］ 11:50 長野県長野西高等学校　長野県須坂高等学校　長野県屋代高等学校　合同合奏（指揮：福田伸幸）����43人 �（P69）
　ウォーロック /カプリオール組曲

［42］ 12:06 大阪府立清水谷高等学校　��オーケストラ�アンサンブル部（指揮：野崎晃弘）� �����������63人 �（P70）
　ハチャトゥリアン /組曲「仮面舞踏会」より�Ⅰ , Ⅱ，Ⅲ , Ⅴ

［43］ 12:27 江戸川女子中学高等学校　��シンフォニックオーケストラ（指揮：佐野直樹）� ������������37人 �（P71）
　チャイコフスキー /弦楽セレナーデ�第 1楽章

［44］ 12:49 千葉県立千葉高等学校�中学校　　オーケストラ部（指揮：末永　明）����������������71人 �（P72）
　Ｊ．シュトラウスⅡ世 /皇帝円舞曲

［45］ 13:07 東邦大学付属東邦高等学校　��東邦高校オーケストラ（指揮：内藤紀之）� ��������������50人 �（P73）
　チャイコフスキー /組曲「くるみ割り人形」より “花のワルツ ”
　ブラームス /交響曲第 2番�第 4楽章

［46］ 13:28 東京都立日比谷高等学校　��フィルハーモニー管弦楽団（指揮：豊島のどか）� ������������65人 �（P74）
　ドヴォルザーク /交響曲第９番「新世界より」第４楽章
　ハチャトゥリアン /組曲「仮面舞踏会」より�1. ワルツ

［47］ 13:50 神奈川県立川和高等学校　��室内楽部（指揮：菅野勇之）� ���������������������32人 �（P75）
　モーツァルト /ディヴェルティメント�K.137

［48］ 14:05 大妻多摩中学高等学校　��弦楽部（指揮：濱砂佑希）� �����������������������35人 �（P76）
　パーセル /アブデラザール組曲　より抜粋

［49］ 14:23 長野県小諸高等学校　��管弦楽部（指揮：依田潤子）� �����������������������13人 �（P77）
　J.S. バッハ�/ 管弦楽組曲第 2番より　　ロンド　サラバンド　ポロネーズ　バディネリー

［50］ 14:45 市川中学校�高等学校　��オーケストラ部（指揮：横林歩）� ��������������������59人 �（P78）
　チャイコフスキー /交響曲第 5番　第 4楽章

［51］ 15:06 浜松開誠館中学校 ･高等学校　��管弦楽部（指揮：原田徹）� ��������������������29人 �（P79）
　Ｊ．シュトラウスⅡ世 /喜歌劇「こうもり」序曲
　L. アンダーソン /トランペット吹きの休日

［52］ 15:27 長野県上田高等学校　　室内楽班（指揮：柳澤　哲）������������������������38人 �（P80）
　J.S. バッハ�/ 管弦楽組曲第 1番より

［53］ 15:45 聖光学院中学校高等学校　��弦楽オーケストラ部（指揮：川島　晃）� ����������������21人 �（P81）
　グリーグ /ホルベルク組曲より第 1，4，5楽章

［54］ 16:08 東京都立南多摩中等教育学校　南多摩フィルハーモニー（指揮：横井明子）��������������62人 �（P82）
　ドヴォルザーク /交響曲第 8番　第 1楽章

［55］ 16:22 慶應義塾湘南藤沢中等部�高等部　��室内楽部（指揮：小山玄紀）� �����������������54人 �（P83）
　メンデルスゾーン /弦楽のための交響曲�第 9番�「スイス」�第 1楽章

［56］ 16:37 栃木県立宇都宮女子高等学校　　オーケストラ部（指揮：菊川祐一）�����������������56人 �（P84）
　ドヴォルザーク /スラブ舞曲�Op.46　第７番　
　シベリウス /「カレリア組曲」より　３．行進曲風に�

［57］ 16:51 千葉県立津田沼高等学校　��オーケストラ部（指揮：鯖瀬武彦）� ������������������54人 �（P85）
　ブラームス /ハンガリー舞曲�第 4番
　ウェーバー /歌劇「魔弾の射手」序曲

［58］ 17:16 関東学院中学校高等学校　��オーケストラ部（指揮：繁下拓也）� ����������������� 132 人 �（P86）
　リムスキー =コルサコフ /交響組曲「シェエラザード」�第 4楽章

［59］ 17:33 森村学園中高等部　��管弦楽部（指揮：深井祥二）� ����������������������� 110 人 �（P87）
　M. プレトニョフ /オーケストラのための 13の小品より「アダージョ」
　シャブリエ /狂詩曲「スペイン」

17:46 事務連絡
17:51 Ｂ日程１日目終了

6



第 2日目　12 月 29 日（月）

B 日程 プログラム

9:45 着席完了
学校紹介

［60］ 9:55 東京都立駒場高等学校　��駒場フィルハーモニーオーケストラ（指揮：菅野沙彩）� ����������63人 �（P88）

　バーンスタイン /キャンディード序曲
　ハチャトゥリアン /組曲「仮面舞踏会」より�1. ワルツ�5. ギャロップ�

［61］ 10:14 埼玉県立川越女子高等学校　��弦楽オーケストラ部（指揮：高山智仁）� ���������������55人 �（P89）

　H. ヴィラロボス /ブラジル風バッハ�第 9番�プレリュードとフーガ

［62］ 10:39 国府台女子学院中学�高等部　��オーケストラ部（指揮：橋本健史）� ����������������74人 �（P90）

　ドヴォルザーク /交響曲第 9番「新世界より」�第 4楽章

［63］ 10:57 長野県長野高等学校　��管弦楽班（指揮：内山　博）� �����������������������56人 �（P91）

　ブラームス /交響曲第 2番�第 1楽章

［64］ 11:18 群馬県立桐生女子高等学校　桐女フィルハーモニー管弦楽団（指揮：青栁　亮）������������48人 �（P92）

　チャイコフスキー /イタリア奇想曲

［65］ 11:39 千葉県立小金高等学校　��弦楽部（指揮：柴　敏行）� �����������������������22人 �（P93）

　モーツァルト /交響曲第 25番�第 1楽章

［66］ 11:57 清真学園高等学校�中学校　��オーケストラ（指揮：小川啓二）� ������������������65人 �（P94）

　チャイコフスキー /交響曲第 4番�第 1楽章

［67］ 12:21 明星中学高等学校　��明星学苑ジュニアオーケストラ（指揮：山田喜也）� ��������������45人 �（P95）

　大栗裕 /大阪俗謡による幻想曲

［68］ 12:43 千葉県立千葉女子高等学校　��オーケストラ部（指揮：山岡　健）� �����������������92人 �（P96）

　リスト／交響詩「レ�プレリュード」

13:05 選抜オーケストラ（Ｂ）������������������������������������ 123 人
　シューベルト /交響曲第 7番「未完成」第 1楽章
　指揮：大川内弘（元日本フィルハーモニー交響楽団　コンサートマスター）

　 13:35 選抜オーケストラ（Ａ）������������������������������������ 119 人
　ブリテン /青少年のための管弦楽入門
　指揮：河地良智（洗足学園音楽大学　大学院　副学長�大学院長）

13:55 Ｂ日程閉会式
あいさつ�田村幸子（全日本高等学校オーケストラ連盟会長�千葉県立千葉女子高等学校校長）

　 14:05 Ｂ日程２日目終了

放送係
成田高等学校�放送部：植山奈美子　倉橋由　海上夕葵
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