プログラム
A 日程 1 日目
10:45

12 月 25 日（水）
司会・進行：成田高等学校 放送部（竹下 愛里華 ・ 眞久 杏菜）

客席開場
着席完了

11:00

開会式
学校紹介ページ

［ 1 ］ 11:15

鎌倉女学院オーケストラ（指揮：遠藤誠也）（70 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P16）

［ 2 ］ 11:35

鷗友学園女子中学高等学校 管弦楽班（指揮：高山美佳）（50 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P17）

A. ボロディン／歌劇《イーゴリ公》より「だったん人の踊り」
P.I. チャイコフスキー／交響曲第 1 番 ト短調 Op.13《冬の日の幻想》第 1 楽章
P.I. チャイコフスキー／バレエ音楽《くるみ割り人形》第 2 幕「ジゴーニュ小母さんと道化たち」
［ 3 ］ 11:54

慶應義塾湘南藤沢中・高等部 室内楽部（指揮：加藤優佳）（34 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P18）

［ 4 ］ 12:13

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）（86 人）・・・・・・・・・・・・・ （P19）

［ 5 ］ 12:33

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）（44 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P20）

［ 6 ］ 12:51

私立白百合学園中学高等学校弦楽部（18 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P21）

［ 7 ］ 13:21

私立明星学園中学校・高等学校 アンサンブル部（指揮：岡林拓也）（48 人）・・・・・・・・・・・・・・・ （P22）

［ 8 ］ 13:41

日本女子大学附属高等学校 弦楽クラブ（36 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P23）

［ 9 ］ 13:56

静岡県西遠女子学園 オーケストラ部（指揮：村木秀駿）（25 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P24）

V. ハーバード／弦楽セレナーデ Op.12 第 1・4・5 楽章
L.v. ベートーヴェン／交響曲第 5 番 ハ短調 Op.67 第 3・4 楽章
J. スーク／弦楽セレナーデ 変ホ長調 Op.6 第 1・4 楽章
W.A. モーツァルト／セレナーデ《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》ト長調 K.525
A. ドヴォルザーク／交響曲第 8 番 ト長調 Op.88 第 4 楽章
A. ドヴォルザーク／弦楽セレナード ホ長調 Op.22 第 1・3 楽章
G.P. テレマン／序曲 ト長調
G.F. ヘンデル／オラトリオ＜メサイア＞より「ハレルヤ」
［10］

14:10

品川女子学院オーケストラ（指揮：小山誠）（68 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P25）

［11］

14:28

栃木県立栃木女子高等学校 オーケストラ部（指揮：原桂一）（40 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P26）

F. メンデルスゾーン／交響曲第 3 番 イ短調 Op.56《スコットランド》第 4 楽章
R. ワーグナー／楽劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》第 1 幕への前奏曲
C. グノー／バレエ音楽《ファウスト》より「フィナーレ」
［12］

14:48

宮城県仙台第一高等学校 室内楽部（10 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P27）
A. ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲集《和声と創意の試み》第 4 曲「冬」第 2 楽章
A. ピアソラ／ブエノスアイレスの冬

［13］

15:18

宮城県公立高校合同オーケストラ（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）（指揮：丸山泰史）（47 人） （P28・29）

［14］

15:38

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）（46 人）・・・・・・・・・・・・ （P30）

［15］

15:53

山陽女学園中等部・高等部 管弦楽部（指揮：乾 剛）
（40 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

G. ビゼー／歌劇《カルメン》第 1 組曲
L.v. ベートーヴェン／劇音楽《エグモント》序曲 Op.84
（P31）

S. プロコフィエフ／交響曲第 7 番 嬰ハ短調 Op.131《青春》第４楽章
東海林修／ディスコ・キッド
［16］

16:13

京都女子中学高等学校 オーケストラ部（指揮：成瀬浩健）
（107 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P32）

［17］

16:33

松本秀峰中等教育学校 オーケストラ部（指揮：白澤知代）
（65 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P33）

［18］

16:48

東京都立三田高等学校 管弦楽団（指揮：大波陽平）
（69 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P34）

［19］

17:02

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：伊藤巧真）
（98 人）・・・・・・・・・・ （P35）

P.I. チャイコフスキー／《スラブ行進曲》Op.31
A. ハチャトゥリアン／組曲《仮面舞踏会》「ワルツ」
「マズルカ」「ギャロップ」
A. ハチャトゥリアン／バレエ音楽《ガイーヌ》「剣の舞」「バラの乙女たちの踊り」「レスギンカ」 ・・・・
P.I. チャイコフスキー／バレエ音楽《白鳥の湖》
17:19

交流会

17:49

A 日程 1 日目終了

19:00

A 選抜合奏リハーサル

21:30

リハーサル終了

4

プログラム
A 日程 2 日目

12 月 26 日（木）
司会・進行：成田高等学校 放送部（竹下 愛里華 ・ 眞久 杏菜）

10:00

客席開場

10:15

着席完了

10:30

選抜弦楽アンサンブル（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）

10:55

選抜オーケストラ（指揮：河地良智

武満徹／《３つの映画音楽》1. ホゼー・トレス「訓練と休息の音楽」2. 黒い雨「葬送の音楽」3. 他人の顔「ワルツ」
洗足学園音楽大学名誉教授 前同大学副学長）

P.I. チャイコフスキー／交響曲第 5 番 ホ短調 Op.64 より第４楽章
11:20

来賓祝辞

浅田和伸（文部科学省 総合教育政策局長）
学校紹介ページ

［20］

11:30

川越女子・東海大相模合同オーケストラ
（埼玉県立川越女子高等学校弦楽オーケストラ・東海大学付属相模高等学校吹奏楽部）（指揮：矢島修司、高山智仁）（75 人）（P36）
芥川也寸志／《交響管弦楽のための音楽》第 2 楽章
外山雄三／管弦楽のためのラプソディー

［21］

11:50

千葉県立船橋高等学校 オーケストラ部（指揮：関口照雄）
（54 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P37）

［22］

12:06

栃木県立鹿沼高等学校音楽部管弦楽団（指揮：鈴木真由美）
（39 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P38）

［23］

12:18

市川学園 オーケストラ部（指揮：鈴木省二）
（65 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P39）

［24］

12:38

秀光中等教育学校 オーケストラ部（指揮：牛渡純）
（30 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P40）

D. ショスタコーヴィチ／交響曲第 5 番 ニ短調 Op.47 第 4 楽章
G. ヴェルディ／歌劇《ナブッコ》序曲
J. ブラームス／交響曲第 1 番 ハ短調 Op.68 第 4 楽章
W.A. モーツァルト／歌劇《ドン・ジョバンニ》序曲
W.A. モーツァルト／クラリネット協奏曲 K.622 第 2 楽章
［25］

12:55

宮城学院高等学校 オーケストラ弦楽部門（19 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P41）
W.A. モーツァルト／交響曲第 25 番 ト短調 K.183 (173dB) 第 1 楽章
L. アンダーソン／プリンク・プランク・プルンク
P. ウォーロック／『カプリオール組曲』
「1.Basse-Dance」
「2.Pavane」
「6.Mattachins (Sword Dance) 」

［26］

13:25

青山学院横浜英和中学高等学校 オーケストラ部（指揮：柴﨑明 )（70 人）・・・・・・・・・・・・・・・・ （P42）

［27］

13:44

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）
（41 人）・・・・・・・・・・・ （P43）

［28］

14:04

千葉県立津田沼高等学校 オーケストラ部（指揮：柴敏行）
（34 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P44）

［29］

14:19

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：加藤遼）
（56 人）・・・・・・・・・・・・・ （P45）

［30］

14:33

明星中学校・高等学校 明星学苑ジュニアオーケストラ（指揮：岩切雅彦）
（27 人）・・・・・・・・・・・・ （P46）

［31］

14:46

捜真女学校中学部・高等学部 弦楽部（指揮：大和由祈）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P47）

［32］

15:13

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部（指揮：北村由里子）
（53 人）・・・・・・・・ （P48）

［33］

15:30

国際基督教大学高等学校 オーケストラ部（指揮：竹内修）（20 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P49）

［34］

15:50

岐阜県立大垣南高等学校 オーケストラ部（指揮：清水祐男）
（52 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P50）

［35］

16:05

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）・・・・・・・・・・・・・・・・ （P51）

A. グラズノフ ／交響曲第 5 番 変ロ長調 Op.55 第 4 楽章
B. ブリテン／シンプル・シンフォニー 第 1・3・4 楽章
L.v. ベートーヴェン／劇音楽《エグモント》序曲 Op.84
J. シュトラウスⅡ／喜歌劇《こうもり》序曲
G. ビゼー／アルルの女第 2 組曲より 1 パストラール 4. ファランドール
G. ホルスト／『セントポール組曲』第 1・3・4 楽章（30 人）
J. シュトラウスⅡ／《皇帝円舞曲》Op.437
L.v. ベートーヴェン／交響曲第 8 番 へ長調 Op.93 第 4 楽章
G. ビゼー／歌劇《カルメン》組曲「前奏曲」
「アラゴネーズ」
「ハバネラ」
「第 1 幕への前奏曲」
D. ショスタコ−ヴィチ／交響曲第 5 番 ニ短調 Op.47 第 4 楽章
16:18

交流会

16:48

A 日程 2 日目終了
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プログラム
B 日程 1 日目

12 月 27 日（金）
司会・進行：成田高等学校 放送部（竹下 愛里華 ・ 眞久 杏菜）

10:45

客席開場

11:00

開会式

［36］

11:15

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）（84 人）・・・・・・・・・・・・・・・ （P52）

［37］

11:28

田園調布学園中等部・高等部 管弦楽部（指揮：川崎嘉昭）（70 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P53）

［38］

11:45

千葉県立小金高等学校 弦楽部（指揮：山田潤一）（36 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P54）

［39］

11:58

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）（77 人）・・・・・・・・・・・ （P55）

［40］

12:15

清泉女学院中学高等学校 管弦楽部（指揮：青木雅也）（66 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P56）

学校紹介ページ
C. サン＝サ−ンス／歌劇《サムソンとデリラ》より「バッカナール」
P.l. チャイコフスキー／《スラブ行進曲》 op.31
P. ウォーロック／『カプリオール組曲』1・2・5・6 楽章
M. ムソルグスキー／交響詩《禿げ山の一夜》
J. ブラームス／ハンガリー舞曲 第 5 番
A. ドヴォルザーク／交響曲第 9 番 ホ短調 Op.95《新世界より》第 4 楽章
［41］

12:35

桐朋女子中・高等学校 音楽部音楽班（指揮：平福規予子）（62 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P57）

［42］

12:47

広島大学附属中・高等学校 管弦楽班（指揮：原寛暁）（73 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P58）

［43］

13:05

聖徳大学附属女子中学校・高等学校 管弦楽部（指揮：安藤純）
（26 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P59）

ジェイムズ・バーンズ ( 遠藤真理子 編曲 ) ／アルヴァマー序曲
A. ドヴォルザーク／《スラブ舞曲》第 1 集 Op.46 第 1・2・3 番
W.A. モーツァルト／フルート協奏曲第 2 番ニ長調 K.314 第 1 楽章
J.S. バッハ／主よ、人の望みの喜びよ
［44］

13:25

新潟県立高田高等学校 管弦楽部（指揮：大原美怜）（28 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P60）

［45］

13:53

神奈川大学附属中・高等学校 音楽部シンフォニーオーケストラ（指揮：相澤拓生）
（94 人）・・・・・・・・ （P61）

［46］

14:08

恵泉女学園中学・高等学校 課外オーケストラ（指揮：小松拓人）
（74 人）・・・・・・・・・・・・・・・・ （P62）

［47］

14:20

福島県立橘高等学校管弦楽部（指揮：亀岡亮一）
（61 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P63）

［48］

14:40

明治大学付属中野中学・高等学校 音楽部（指揮：尾和雅一）（80 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P64）

［49］

15:00

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）
（71 人）・・・・・・・・・・・・ （P65）

［50］

15:20

福島県立福島高等学校管弦楽団（指揮：馬塲和美）
（45 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P66）

［51］

15:45

森村学園中高等部 管弦楽部（指揮：深井祥二）
（80 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P67）

L. ドリーブ／バレエ組曲《コッペリア》より「1. 前奏曲とマズルカ」「2. 間奏曲とワルツ」
H. ベルリオーズ／幻想交響曲 Op. 14 第 5 楽章「魔女の夜宴の夢」
L. ドリーブ／バレエ組曲《コッペリア》「前奏曲とマズルカ」
A. ボロディン／歌劇《イーゴリ公》より「だったん人の踊り」
J. ブラームス／交響曲第 2 番 ニ長調 Op.73 第 1 楽章
L.V. ベートーヴェン ／ 交響曲第 9 番 ニ短調 Op.125 第 1 楽章
J. シベリウス／交響詩《フィンランディア》Op.26
A. ハチャトゥリアン／組曲《仮面舞踏会》より「ワルツ」
A. マルケス／《ダンソン・ヌメロ・ドス》
［52］

16:04

群馬県立桐生女子高等学校 管弦楽部（指揮：青栁亮）
（23 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P68）

［53］

16:16

玉川学園 オーケストラ部（指揮：鈴木孝春）
（25 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P69）

［54］

16:35

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） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P70）

［55］

16:55

岡山県立岡山朝日高等学校 管弦楽団（指揮：松北髙行）（59 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P71）

W.A. モーツァルト作曲／歌劇《ドン・ジョヴァンニ》より序曲
J. スーク／弦楽のためのセレナーデ 変ホ長調 Op.6 第 1・4 楽章
P.I. チャイコフスキー／交響曲第 6 番 ロ短調 Op.74《悲愴》第 2・3 楽章
A. マルケス／《 ダンソン・ヌメロ・ドス 》
17:10

交流会

17:40

B 日程 1 日目終了

19:00

B 選抜合奏リハーサル

21:30

リハーサル終了

6

プログラム
B 日程 2 日目

12 月 28 日（土）
司会・進行：成田高等学校 放送部（竹下 愛里華 ・ 眞久 杏菜）

10:30

客席開場

10:45

着席完了

11:00

選抜弦楽アンサンブル（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）

11:25

選抜オーケストラ（指揮：河地良智

武満徹／《３つの映画音楽》1. ホゼー・トレス「訓練と休息の音楽」2. 黒い雨「葬送の音楽」3. 他人の顔「ワルツ」
洗足学園音楽大学名誉教授 前同大学副学長）

P.I. チャイコフスキー／交響曲第 5 番 ホ短調 Op.64 より第４楽章
学校紹介ページ
［56］

12:00

国府台女子学院 オーケストラ部（指揮：長岡亜里奈）
（60 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P72）

［57］

12:18

清真学園音楽部（指揮：吉川寿美江）
（48 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P73）

［58］

12:35

千葉県立千葉高等学校 オーケストラ部（指揮：末永明）
（58 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P74）

［59］

12:55

豊島岡女子学園中学校・高等学校 弦楽合奏部（指揮：桑山香綸）
（34 人）・・・・・・・・・・・・・・・・ （P75）

［60］

13:11

長野県 4 校合同オーケストラ
（長野県須坂高等学校室内楽部・長野県長野西高等学校室内楽班・長野県屋代高等学校弦楽班・長野県飯山高等学校弦楽器部）（指揮：内山博）（24 人）（P76）

［61］

13:41

洗足学園中学校高等学校 フィルハーモニー管弦楽団（指揮：長縄洋明）
（84 人）・・・・・・・・・・・・・ （P77）

［62］

13:52

帝塚山中学校・高等学校 弦楽部（指揮：寺島洋之）
（35 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P78）

［63］

14:07

長野県小諸高等学校 弦楽部（指揮：滝沢裕基）
（10 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P79）

［64］

14:24

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：飯嶌紀子）
（76 人）・・・・・・・・・・・・ （P80）

［65］

14:41

長野県長野高等学校 管弦楽班（指揮：水野英明）
（23 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P81）

［66］

15:01

長野県上田高等学校 室内楽班（21 人） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P82）

［67］

15:20

浦和西・春日部共栄合同オーケストラ
（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）（指揮：伊藤孝矩）
（80 人） ・・・・ （P83・84）

［68］

15:46

東京都立西高等学校 管弦楽部（指揮：太田百和）
（47 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P85）

［69］

16:06

神奈川県立川和高等学校 室内楽部（指揮：岩田晴之）
（31 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P86）

［70］

16:26

東邦大学付属東邦中学校 オーケストラ部・高等学校オーケストラ同好会（指揮：和田健）
（102 人） ・・・・ （P87）

［71］

16:46

成田高等学校同付属中学校 音楽部（指揮：高橋知希）
（39 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P88）

［72］

17:01

大妻多摩中学高等学校 弦楽部（指揮：中村惟）
（34 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P89）

R. ロジャース、O. ハマースタインⅡ／『サウンド・オブ・ミュージック』セレクション
H. ベルリオーズ／序曲《ローマの謝肉祭》Op.9
P.I. チャイコフスキー／バレエ音楽《白鳥の湖》
「情景」
「ワルツ」
「スペインの踊り」
「ハンガリーの踊り」
P.I. チャイコフスキー／弦楽セレナーデ ハ長調 Op.48 第 1 楽章

G. ロッシーニ／弦楽のためのソナタ 第 1 番 ト長調
E. エルガー／行進曲《威風堂々》第 1 番
P.E. フレッチャー／フォークチューン・アンド・フィドルダンス
P. ウォーロック／カプリオール組曲
S. ラフマニノフ／交響曲第 2 番 ホ短調 Op.27 第 4 楽章
W.A. モーツァルト／交響曲第 25 番ト短調 K.183 第 1・4 楽章
A. コレッリ／合奏協奏曲 第 8 番 Op.6 ト短調《クリスマス協奏曲》

R. ワーグナー／楽劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》第 1 幕への前奏曲
J. シュトラウスⅡ／《皇帝円舞曲》Op.437
W.A. モーツァルト／セレナーデ《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》ト長調 K.525
P.I. チャイコフスキー／荘厳序曲《1812 年》
P.I. チャイコフスキー／バレエ音楽《くるみ割り人形》
「花のワルツ」
W.A. モーツァルト／ディベルティメント ヘ長調 Ｋ .138 第 1・2 楽章
［73］

17:18

千葉県立千葉女子高等学校 オーケストラ部（指揮：山岡健）
（85 人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （P90）
N. リムスキーコルサコフ／交響組曲《シェヘラザード》第 4 楽章

17:33

交流会

18:03

B 日程 2 日目終了
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