
 

 

  

2014年 1月 26日（日） 

於: 都筑公会堂 

開演 13:00 

終演 18:00 

12:30～ ロビーコンサート （演奏: Ráda） 

卒業写真 荒 井 由 実 
ビートルズ・メドレー The Beatles 



 

 

 1. 都田西金管クラブ 横浜ヴェルデ・ヴィエント [金管楽器演奏]  

指揮： 津田 由紀子 ・ジッパ・ディー・ドゥー・ダー  作曲： Allie Wrubel 
 ・シルバラード  作曲： Bruce Broughton 
 ・荒野の七人  作曲： Elmer Bernstein 
 ・バードランド  作曲： J. E. Joe Zawinul 

 2. つづき男声カルテット [男声コーラス]  

 ・赤い靴 作詞： 野口 雨情 作曲： 本居 長世 
 ・かなりや 作詞： 西條 八十 作曲： 成田 為三 
 ・銀色の道 作詞： 塚田 茂 作曲： 宮川 泰 
 ・黒ネコのタンゴ 作詞： 見尾田 瑞穂 (訳) 作曲： Mario Pagano 

 3. J&K [ピアノとアコースティックギター]  

 ・カヴァティーナ  作曲： Stanley Myers 
 ・雨の停留所  作曲： 南澤 大介 
 ・幸福を売る男  作曲： Yves Montand 

 4. めだかの学校  [女声コーラス]  

伴奏： 藤村 明徳 ・ふじの山 作詞： 巌谷 小波 作曲： 不詳 
 ・村祭 作詞： 葛原 しげる 作曲： 南 能衛 
 ・この広い野原いっぱい 作詞： 小薗江 圭子 作曲： 森山 良子 
 ・四季の歌 作詞： 荒木 とよひさ 作曲： 荒木 とよひさ 
 ・故郷を離るる歌 作詞： 吉丸 一昌 作曲： 不詳 (ドイツ民謡) 

 5. ハモックスつづき [ハーモニカ演奏]  

 ・上を向いて歩こう 作詞： 永 六輔 作曲： 中村 八大 
 ・忘れな草をあなたに 作詞： 木下 竜太郎 作曲： 江口 浩司 
 ・冬の歌メドレー 作詞： 窪田 聡 他 作曲： 窪田 聡 他 

 6. あすなろ会  [ハーモニカ合奏]  

 ・あざみの歌 作詞： 横井 弘 作曲： 八洲 秀章 
 ・知床旅情 作詞： 森繁 久彌 作曲： 森繁 久彌 
 ・スワニー河 作詞： Stephen C. Foster 作曲： Stephen C. Foster 

 7. kikiマリンバ・パーカッション＆リトミック [マリンバ・パーカッション・ピアノ アンサンブル]  

 ・オリエンタル・マンボ  作曲： Thomas L. Davis 
 ・ミッキーマウス・マーチ  作曲： Jimmie Dodd 
 ・ジブリ音楽より  作曲： 久石 譲 
 ・手のひらを太陽に 作詞： やなせ たかし 作曲： いずみ たく 

 8. SAKURAKO [ピアノ演奏&舞踏]  

 ・エリーゼのために 作曲： L. V. Beethoven 編曲： Keiko.Sugiura 

 9. ハーモニー若葉会  [ハーモニカ演奏]  

指揮： 佐藤 允洽 ・山のロザリア 作詞： 丘 灯至夫 (日本語詞) 作曲： 不詳 (ロシア民謡) 

 ・冬の星座 作詞： 堀内 敬三 (日本語詞) 作曲： William S. Hays 
 ・背くらべ 作詞： 海野 厚 作曲： 中山 晋平 

         



 

 

 10. 都筑少年少女合唱団≪クラシェ≫ [合唱]  

指揮： 白鳥 和美 ・七つの子 作詞： 野口 雨情 作曲： 本居 長世 
伴奏： 山室 知子 ・夕焼け小焼け 作詞： 中村 雨紅 作曲： 草川 信 
 ・明日があるさ 作詞： 青島 幸男 作曲： 中村 八大 

 11. 都筑吹奏楽団  [吹奏楽]  

指揮： 大胡田 忠敏 ・VILIA 喜歌劇「メリー・ウィドウ」より 作曲： Franz Lehár 編曲： Alfred Reed 
 ・映画「海の上のピアニスト」より 作曲： Ennio Morricone 編曲： 長生 淳 

 休憩 １５：３０ ～ １５：４０  

 12. Ráda [室内演奏]  

 ・Theme of Ráda  作曲： Ráda Alan 
 ・異邦の地の不安  作曲： Ráda Tategoto 
 ・ビートルズ・メドレー  作曲： The Beatles 

 13. 小原 真理  [ピアノ独奏]  

 ・バラード第1番  op.23  作曲： Frédéric F. Chopin 

 14. 中央大学附属中学校・高等学校音楽部  [合唱]  

指揮： 神林 淳 ・歌が生まれる 作詞： なかにし あかね 作曲： なかにし あかね 
 ・YELL 作詞： 水野 良樹 作曲： 水野 良樹 

 15. リノ ブラン [女声コーラス]  

伴奏： 太田 理恵 ・歩いて帰ろう 作詞： 斉藤 和義 作曲： 斉藤 和義 
 ・家族になろうよ 作詞： 福山 雅治 作曲： 福山 雅治 
 ・年下の男の子 作詞： 千家 和也 作曲： 穂口 雄右 

 16. 佐藤 允洽  [ハーモニカ演奏]  

 ・叱られて 作詞： 清水 かつら 作曲： 弘田 龍太郎 
 ・タンゴ「花嫁人形」 作詞： 蕗谷 虹児 作曲： 杉山 長谷夫 

 17. コラール・ブリランテ [女声コーラス]  

指揮： 伊藤 和子 ・踊る子猫 作曲： Leroy Anderson 編曲： 池辺 晋一郎 
伴奏： 中山 利枝 ・ミュージカル「キャッツ」より メモリー 作詞： 浅利 慶太 (日本語詞) 作曲： Andrew Lloyd Webber 

 18. 弦楽合奏団 シンフォニエッタ・トゥッティ [弦楽奏]  

指揮： 青木 賢一郎 ・交響曲第25番 第1楽章  作曲： W. A. Mozart. 
 ・ノクターン  作曲： A. P. Borodin 
 ・そりすべり  作曲： Leroy Anderson 

 19. Wind Ensemble con brio [吹奏楽]  

指揮： 島倉 達哉 ・オブラディ オブラダ  作曲： P. McCartney 
 ・ディズニー クラシックス レビュー   

 ・BLOCK M  作曲： Jerry H. Bilik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 18 回都筑区民文化祭 ポスター画 

最優秀作品 （画：木村 良恵さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご 来 場 あ り が と う ご ざ い ま し た 

２ ０ １ ４ 年 １ 月 ２ ６ 日 

第 １ ８ 回 都 筑 区 民 文 化 祭 実 行 委 員 会 

ク ラ シ ッ ク  出 演 者 & ス タ ッ フ 一 同 
http://webyoko.com/bunkasai/ 


