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東京大会を終えて

東京都中学校音楽教育研究会 会長

角 康宏
（葛飾区立青戸中学校 校長）

令和元年１０月３１日（木）
、１１月１日（金）の２日間にわたって開催されました全日本音楽教育研究会
全国大会東京大会（総合大会）が成功裏に終了いたしました。全国より中学校部会で４５０名、小、中、高、
大、特支、全校種でのべ１８００名を超える参観者を得ることができ、２日間の日程が滞りなく進み、予定
された全プログラムを実施することができました。これも偏に各地区支部長様をはじめ全国各地の各会員の
皆様方のご理解、ご協力の賜物であると心より感謝申し上げます。新学習指導要領全面実施の２０２１年を控え、移行期
の現在、私たち音楽科教員が成すべきことは何かについて、本大会を通して少しでもヒントを得ることができたのではな
いかと自負しております。大会を終えて、本大会の成果と課題について述べます。研究の成果は以下の５点です。
（１）新
たな教材による題材構成（２）
「実感」を大切にした授業づくり（３）グループ活動を工夫し、学びを「共有」して高め合
う授業づくり（４）音楽文化の理解につなげた授業づくり（５）現行の評価の観点による題材構成と評価の具体例の提示。
課題は以下の２点となります。
（１）
「実感し共有して学びを深める授業」
「生活や社会における音楽の働き、音楽文化の理
解を深める授業」
「指導と評価の一体化」の研究の一層の推進を図ること。
（２）学習指導要領全面実施に向けた「知識・
技能」の習得、
「思考力・判断力・表現力等」の育成、
「学びに向かう力・人間性等」の涵養を目指した指導と評価の研究
を継続すること。以上を課題として今後の研究に取り組んでいきたいと思います。全日音研発足５０周年を迎えたその記
念すべき大会を東京で開催できた意義は大きく、本大会の成果と課題を次年度の群馬大会に引き継いでいきたいと思いま
す。ご参会いただきました各会員の皆様方には、本大会で得られた知見を各地区に持ち帰り、明日からの授業実践に大い
に役立てていただければ幸いでございます。

群馬大会に向けて

群馬県音楽教育協会 会長

髙木 威（前橋市立箱田中学校 校長）

新たな時代の幕開けとなった令和元年１０月に全日本音楽教育研究会東京大会が盛大に開催されまし
た。研究を通して私たち参加者に大きな示唆を与えてくださった東京都中学校音楽教育研究会をはじめ、
全国各支部長様、事務局の皆様に厚く感謝申し上げます。
さて、全日本音楽教育研究会群馬大会が令和２年１１月６日（金）にいよいよ開催されます。この群
馬大会は第６２回関東音楽教育研究会群馬大会と併せての開催であり、当日はより多くの先生方にお越しいただける
と今からたいへん楽しみにしております。開催地となる高崎市では、大会当日に向けて着々と準備を進めており、昨
年秋にはプレ大会にあたる群馬県小・中学校音楽教育研究大会「高崎大会」を実施したところです。その中で中学校
部会では鑑賞「日本の伝統芸能の魅力を味わおう」と創作「カノンコードの響きを感じ取り、音の重なりを生かして
音楽をつくろう」の２授業を公開し、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習過程の工夫や個々の学びを深め
る授業づくりに取り組むなど、全国大会に向けた研究をまた一歩進めることができました。
群馬大会では、「心ふれあう 豊かなひびき」を研究主題とし、小中合わせて８つの公開授業と合唱や吹奏楽、マ
ーチングによる研究演奏で皆様をお迎えしたいと思います。会場は群馬音楽センターを中心に隣接するシンフォニー
ホールや高崎市総合保健センターを予定しております。１１月６日はぜひ「音楽のある街 高崎」にお越しいただき、
多くのご指導をいただければ幸いであります。皆様のご参会を心よりお待ち申し上げております。
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全日本音楽教育研究会 中学校部会
東京都清瀬市梅園 2-9-15
清瀬市立清瀬第二中学校内
会長 荒川 徳子

◆講評◆
国立教育政策研究所 教育課程研究センター 研究開発部 教育課程調査官
文化庁 参事官（芸術文化担当）付 教科調査官
文部科学省 初等中等教育局 教育課程課 教科調査官
臼井 学 氏
日 時 ： 令和元年１１月１日（金） １１：２５～
会 場 ： 練馬文化センター 大ホール
中学校部会では「つなげよう 深めよう 生かそう 音楽の学びを ～音楽の力を実感・共有～」の研究主題のもと実践的な
研究を進めてこられました。大会冊子には研究主題に迫るための３つの視点が示されていますが、ここでは、視点２「生活や社
会における音楽の働き、音楽文化について理解を深める授業づくり」について触れさせていただきます。
平成２０年告示の現行学習指導要領では音楽科の目標に「音楽文化についての理解を深め」という文言が新たに示され、平成
２４年の全面実施以降、その目標の実現に向けて全国各地で様々な実践が積み重ねられてきました。一方、何をもって音楽文化
について理解を深めたと言えるのか、ということについてはやや曖昧な面もあり、
「文化的な背景や文化的な価値などに関する情
報を得る」ことにとどまる授業も散見されました。そこで、新学習指導要領では教科の目標（１）知識及び理解の目標に、
「曲と
音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解すること」を示した上で、その目標の実現に必要な内容を各領
域及び分野に示すことによって、実際の授業において扱う内容を明確にしました。視点２「生活や社会における音楽の働きや音
楽文化について」は生徒がこれらについての情報を得ることにとどまらず、各自が感じ取った曲想との関わりの中で理解したり
鑑賞に関わる知識を得たり生かしたりしながら、自分なりの考えをもつことが大切になります。その点を踏まえ、各題材が構想
され授業が公開されたことを再確認し、ご自身の授業改善に生かしていただければ幸いです。また、中教審の資料にある音楽科
における学習過程のイメージ図の「生活や社会の中の音や音楽の働きの視点から、学んでいること、学んだことの意味や価値な
どを自覚する」ということに関連する重要な視点でもあると思います。音楽の活動そのものにも意味があると思いますが、
「その
活動を通して何を学んだのか」ということを生徒と共有することが大切です。本大会をきっかけとして、音楽科の学びを社会と
共有していくためにどのような授業づくりが必要なのか、共に考えていくことができればと思っております。
それでは、公開授業・研究協議等で感じ取ったことについて触れさせていただきます。
鑑賞、山崎先生の民謡の授業についてです。初めに復習として「江戸子守歌」
「月ぬ美しゃ」
「酒づくり歌」の特徴はどんなも
のだったかを子どもたちに問い、子どもたちから「江戸子守歌」の特徴として「高い声で歌われている、同じ旋律が繰り返され
ている」等が出ましたが、この後に先生が「他にも暗い眠くなる感じ、落ち着く感じ等がありましたね」と言っています。子ど
もたちが最初に行ったのは知覚です。しかし感受が出てこなかったので、先生が感受を位置付け、知覚・感受を支えとして考え
ていくのだとフォローしているのです。これはとても大切なことだと思いました。そのあと写真を見せながら「子守歌」はどん
な気持ちで歌うのかなど、曲の背景に入っていきます。背景を扱う際、授業が良かったか課題があるか判断する場合、背景の情
報を与えた時に子どもたちが「ふ～ん」という顔をしたら課題ありで、
「ああ、そうか！」という顔をしたらＯＫです。要するに
「ふ～ん」の方は情報を得ただけですが、
「ああ、そうか！」は背景と感じ取った曲想や音楽が結びついたということです。また、
この授業の研究協議で助言者の新潟大学の伊野先生から「何で音楽があるのだろう、どうして人は歌うのだろう、と考える視点
をもった授業が始まった」
というお話があり、
これからの音楽の授業を考える上で大切なご示唆をいただいたと思っております。
次に器楽、桐山先生のアンサンブルの授業についてです。子どもたちは班ごとに表現の工夫をしていて、ある子が「３段目の
付点のリズムを弾んだ感じにしたい」と言っていました。
「じゃ、やってみよう」とやったその時は弾んでいなかったのですが、
直後に１人の女子生徒が立って自分たちの楽譜にスタッカートをくっきりと書きました。子どもたちは演奏しながら「自分たち
が思ったようになっていない。それを皆で共有するためにはここに強調して書かなくては」と思いすぐに行動に結びついたので
す。このようにすぐに動けるということは自分の思いや意図が明確にある証拠であり、とても良い姿だったと思います。授業の
後半、その班が最初に発表することになりました。その発表を聴いて他の生徒が「３段目からスタッカートで跳ねている感じが
した」と言いました。その、すぐに立ち上がって書き込んだ女子生徒がそのことを聞いた時の嬉しそうな顔が忘れられません。
こういった嬉しさがさらなる技能習得につながるのだろうと思います。授業の終わりの方で「主旋律と副旋律は一緒にスタッカ
ートにする」と「副旋律はそうでない」というものを比較する場面がありました。ここで先生が「分けるのと同じにするのとど
っちがいい？」言いました。
「どっちがいい」となると結論を出さなくてはならず、子どもにとって少し難しい質問だったと思い
ます。先生が大事にしたかったのは、他パートの関わり方によって感じが変わることを子どもたちがつかむことでした。先生の
言葉が子どもたちの学びにどのような影響を与えるか、自分自身も振り返らなければいけないと思いました。
歌唱、小作先生の合唱の授業についてです。１年生の初めての混声合唱ということですが、子どもたちが自分の意思をもって
しっかりと歌っている姿が見られ、素晴らしいと思いました。子どもたちがそれぞれ意見を出す時、男子生徒が「ソプラノのオ
ブリガートにスラーがあるのでなめらかに歌ってほしい」と言ったり、ソプラノの生徒が「アルトのハーモニーの重なりをきれ
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いに歌ってほしい」と言ったりと、自分のパートだけでなく他パートのことに言及していました。これはとても大事なことです。
できればここで「ではどんなふうに歌ったらいいかな」と言って全員でオブリガートをスラーで歌ってみる、というようにそれ
ぞれのパートに要求したことをやってみて「確かにいいね」とか「要求してみたものの難しい。ごめんね。でも頑張ってね。
」と
いうようなやり取りがあると人間的だと思います。
新学習指導要領の歌唱のウの(ｲ)聴きながら他者と合わせて歌う技能を身に付
けていくのですが、一度そのパートを経験すると聴ける可能性が広がっていきます。結果的に歌唱のウの(ｲ)の技能習得につなが
る取組になると思います。一点、指揮と伴奏の子どもたちも全体を聴いて歌唱の学びをしているわけですから、その生徒たちに
発言を求めるなどして、
一緒に学習に取り組んでいるメンバーであることを自覚させていくことも大事ではないかと思いました。
創作、髙道先生の授業についてです。子どもたちがオクターブを聴き比べたり、いろいろな音を使ったり、隣の子と相談した
りしながら一生懸命に音楽をつくっていました。このような創作の授業はできそうでできません。音を出しながらできていると
いうことは、そうできるように授業が仕組まれているということです。どういうステップを踏むと子どもたちが実際に音を出し
ながら考えることができるのか学び取っていただければと思います。私の見ている場面で２人の生徒が発表しました。１人目の
生徒は同じ旋律を３回繰り返し「同じことを繰り返しても曲になるね」と認められていました。しかし、コードに乗ってという
課題があるので、できれば旋律を皆に聴かせ、
「同じことを繰り返しただけ？」という雰囲気になった時に「コードに乗っけてや
ってみるよ」とやって、
「あれ、いい感じだね」
、なぜかなと思った時に子どもたちが、コード進行によって単調でなくなってい
る面白さを感じたり、旋律がコードに乗っかれているかと考えたりするのではないかと思いました。２人目の生徒が発表してい
る時に、１人の女子生徒が「めっちゃいいね！」と何回も言っていました。
「旋律に変化があって面白い」と感じたのだと思いま
す。何がめっちゃいいのか、１人目と２人目の発表の音楽的なつくりの違いに目が向けられるような工夫があると面白かったと
思います。
最後に歌唱、阿部先生の「江戸木遣」の授業についてです。実に気合の入った声で、すごいなと思って見ておりました。まず、
子どもたちが自分たちの班の課題を「まとまり感がない」
「声を張っていない」
「タイミングが少し問題だ」などと言います。こ
れを追求していくにあたって、先生が「なぜ地声か」
「なぜ兄木遣りの出だしを一息で歌うのか」
「なぜガワはかぶせて歌うのか」
ということを提示しました。この３つの特徴と子どもたちがもった課題というのがどういう関係性にあるのか。この後の展開を
見ていくと、おそらく子どもたちも先生も、兄木遣りが出た後の「かぶり感」を大事にしていたと思います。この「かぶり感」
にもっと焦点をあてて、
「どこでかぶせようか」ということだけでなく、兄木遣りが「どこでかぶってほしいか」ということも聞
いてほしかったと思うわけです。例えば、ガワがかぶって出ようと思っても、兄木遣りが「もうひと伸ばししたいのに、もうか
ぶってきたのか」と思ったら今一つです。兄とガワの「あうんの呼吸」のやりとり、そこに踏み込んでいけると結果的にまとま
り感がでます。あるいは、兄がしっかり声を張って出さないとガワは「次に行くぞ」と言えない、ということが解決されていく
のかと思いました。最後に子ども同士で輪になって歌った時、ガワの子たち一人一人が自分の意思をもち、しっかり息を吸って
出てくる姿が多く見られました。この学びの、この音楽の大切なことを子どもたちが感じ取っている姿だったと思います。
このように生徒たちの姿から、私たちの今後の授業改善につながる多くのヒントをいただけた授業公開だったと思います。
この会場には全国各地から音楽教育に真摯に携わっておられる先生方が一堂に会しています。本大会の成果をご参会の皆様が
ご自身の立場に立って捉え、明日からの音楽教育に、未来を担う子どもたちのために活かしていただくことをお願い申し上げま
す。私たちの研究・研修は授業がなければ、また、そこに子どもの姿がなければ成立しません。公開授業にあたり様々なご理解
ご協力をいただきました関係校の校長先生はじめ、教職員の皆様、保護者の皆様、そして何よりも慣れない環境の中で日頃の学
習の成果を発揮し生き生きと音楽に関わる姿を見せてくれた児童生徒の皆さんに心より感謝を申し上げます。また、このような
素晴らしい機会を設定してくださいました大会長の河野正幸先生、大会実行委員長の秋田賀文先生をはじめとする実行委員の皆
様、授業者の先生方に敬意を表するものでございます。本大会のご成功をお祝い申し上げますとともに、ご参会の皆様の一層の
ご活躍をご祈念申し上げ、講評とさせていただきます。ありがとうございました。

令和元年度 全日本音楽教育研究会全国大会（総合大会） 東京大会

◆中学校部会総会◆
日 時 ： 令和元年１０月３１日（木） １３：３０～１４：２０
会 場 ： 府中の森芸術劇場 平成の間
中学校部会総会は、中国地区副部会長、木村 一也先生の開会の言葉で始まりました。荒川 徳子部会長の挨拶、東京支
部副部会長の角 康宏先生の歓迎の言葉に続き、
文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官の臼井 学先生よりご祝
辞をいただきました。その後 佐藤 隆弘事務局長より前日の１０月３０日（水）に練馬区民・産業プラザで行われた全国
理事会の報告、
志村 誠一郎調査部部長より今年度の調査研究報告、
そして退会役員の方々へ感謝状贈呈が行われました。
最後に、和歌山県支部長代理の井谷 真奈美先生より前年度大会（和歌山大会）の謝辞と、群馬県支部長の大栗 和美先生
より次回大会（群馬大会）の紹介が行われ、四国地区副部会長、臼井 隆先生の閉会の言葉で中学校部会総会は幕を閉じま
した。
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令和元年度 全日本音楽教育研究会全国大会 東京大会 中学校部会

◆公開授業レポート◆
日 時 ： 令和元年１０月３１日（木）
会 場 ： 府中の森芸術劇場（どりーむホール、ウィーンホール、ふるさとホール）
研究主題 『つなげよう 深めよう 生かそう 音楽の学びを ～音楽の力を実感・共有～』

【鑑賞及び歌唱】第１学年
題材名 「日本のいろいろな民謡のよさを味わおう」
教材名：
『酒づくり歌』
『江戸子守歌』
『月ぬ美しゃ』

指導者 足立区立入谷中学校 教諭 山﨑 清子

日本の民謡から「酒づくり歌（新潟）
」
「江戸子守歌（東京）
」
「月ぬ美しゃ（沖縄）
」を
取り上げ、音楽の特徴とその背景となる文化や歴史との関わりを理解し、民謡の意味や
役割について考える授業であった。写真や動画でそれぞれの民謡の背景を知ると共に、
実際に赤ちゃんの人形を抱いて子守歌を歌ったり、酒づくりの作業の動きを真似てみた
りするなど、生徒たちが楽しく表現活動に取り組む中で民謡に対する考えを深めていく
姿が印象的であった。これらの民謡が現代の私たちにとってどのような意味があるのか、
ということに生徒たちが意識を向け、人と音楽との関わりについて考えるきっかけにな
ったのではないかと思う。最後に、生徒から「昔の人が民謡を歌った時の気持ちを未来へ伝えていきたい」という意見
が出され、過去から現在、未来へ脈々と受け継がれる伝統音楽のよさを改めて感じることができた。

【器楽】第２学年
題材名 「創意工夫して『Yellow Submarine』をアンサンブルしよう」
教材名：
『Yellow Submarine』
指導者 西東京市立田無第二中学校 主任教諭 桐山 友布子
ビートルズの楽曲『Yellow Submarine』を教材に、グループごとに器楽表現を創意
工夫する授業であった。使う楽器はリコーダー、ギター、カホン。
「大事なことは、話す
だけでなく試してみることです。Let’s try!」という先生の明るい声かけのもと、班長が
リーダーシップをとり、生徒たちは意見を出し合いながら、グループ練習を進めていく。
先生も一つずつグループをまわりながら、
「どうしたら揃うかな」
「カホンをよく聴いて
みて」などの具体的な言葉かけをし、生徒たちは試行錯誤しながら表現を深めていった。
授業の後半では班ごとに成果を発表し、他の生徒たちは気付いたこと、感想などを言い
合った。表現の工夫をお互いに聴き合う中で、先生の適切な働きかけによって生徒がさらに音楽表現を工夫することが
でき、深い学びへつながっていると感じた。
-

【鑑賞及び歌唱】第１学年
題材名 「日本のいろいろな民謡によさを味わおう」
教材名：
『江戸の鳶木遣』
指導者 杉並区立阿佐ヶ谷中学校 主任教諭 阿部 みどり
授業１で紹介された日本のいろいろな民謡を扱った鑑賞の授業を受けて、郷土の音楽「江
戸の鳶木遣」を歌い、どのように表現していくかについて思いや意図を深めていく授業。
前時に「江戸の鳶木遣」の特徴を知覚感受した生徒たちは、
「張った声」
「甲高い地声」
「拍
がないのによく揃うと思う」
「音頭一同形式になっている」
「
『よーぉ』のところはこぶしで
揺らしている」等、音楽の特徴を言葉に変換することができており、その音楽に込められ
た思いも理解している様子であった。歌唱は、クラスを４グループに分割してそれぞれの
中に「兄」と呼ばれるリード役を配置して行う。練習、工夫のための話し合いを繰り返し
ながら歌唱表現を高めていく中に、デジタルカメラの動画記録機能を使って録画し、良好な画質と音質で即座に再生さ
せて自分たちの表現を確認させるという指導の工夫が大変有効であった。
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【歌唱】第１学年
題材名 「混声三部合唱を創意工夫して歌おう」
教材名：
『幸せ』

指導者 杉並区立杉森中学校 指導教諭 小作 典子

この東京大会のために作られた『幸せ』
。初めて混声合唱に挑戦する生徒が対象となる本
授業において、曲想や音楽の構造と歌詞の内容の関わり及び声部の役割について理解しや
すい曲である。授業が始まり、まず生徒たちの豊かな歌声に驚かされた。その後、
「サビの
１回目をどういうふうに歌う？」という問いかけのもと、一人一人が表現の工夫（提案）
を考える。
「ソプラノのオブリガートは、主旋律を引きたてるので、スラーでなめらかに歌
ってほしい」
「アルトの“強さをもてる”のところはハーモニーをつけているので、主旋律
との重なりを意識してほしい」等、他のパートへの提案があり、皆で歌って試してみる。
さらにパートリーダーが皆にアドバイスをし、もう一度歌ってみる。生徒の提案によって歌声がさらに表現豊かになっ
ていく過程は素晴らしかった。最後に先生が「合唱は何のためにするの？」と問いかけていた。生徒からは「人の心を
動かすため」
「クラスの和」などの返答があり、生徒たちが真摯に合唱に向き合う姿が清々しかった。

【創作】第２学年
題材名 「コード進行をもとに旋律をつくろう」
教材名：
『授業研究部オリジナル教材』

指導者 八王子市立打越中学校 主任教諭 髙道 有美子

会場いっぱいにゆったりとしたテンポでコード進行の音が流れる中、生徒一人一人がキ
ーボードに向かって一生懸命に音楽をつくっている。時には隣の友達に相談したり、つく
った音楽を聴き合ったり、アドバイスし合ったり、友達の作品に影響されて自分も真似し
てみたりなど、生徒たちが主体的に音楽に関わっている姿がとても印象的だった。
教材は、A メロ・B メロ・サビでつくられる構成になっており、生徒の関心が高いポピ
ュラー音楽の雰囲気をもつオリジナル曲である。生徒は、順次進行や跳躍進行、旋律の反
復、変化、対照など、様々な工夫を重ね、試行錯誤しながら創作活動に励んでいた。先生
は生徒の様子を見ながら、悩んでいる生徒に発表させ、解決のヒントを見つけ出し、それを全体で共有するなど、皆で
音楽をつくり、高め合っていく雰囲気はとても好感がもてた。創作授業のヒントがたくさん詰まった授業であった。

◆ワークショップ◆
日 時 ： 令和元年１０月３１日（木）
会 場 ： 府中の森芸術劇場

１４：３０～１６：００

A

合唱指導：
『幸せ』
（山崎 朋子作詞作曲）
講師：調布市立第五中学校 指導教諭 山崎 朋子 氏
新曲『幸せ』の楽曲分析、指導法、発声法、表現の工夫など、合唱指導の基礎や工夫ある合唱授業の展開を、
実際に歌いながら学ぶ内容であった。作者の山崎 朋子先生から、曲に込めた思い、メッセージ等を直接聞くこ
とができ、大変有意義な時間だった。

B

鑑賞指導から表現指導へ：
『フーガ ト短調』
（バッハ）
講師：玉川大学 教授 野本 由紀夫 氏
楽曲の教材分析にとどまらず、会場のパイプオルガンの荘厳な演奏を聴きながら楽器の仕組みや鑑賞のポイ
ントを楽しく学ぶことができた。また、参加者が「フーガ ト短調」のそれぞれのパートをリコーダーで演奏し、
多声音楽の構造を体験すると同時に、鑑賞から表現につなげる方法を習得することができた。

C

創作指導 ：
『創作のオリジナル教材』
講師：昭和音楽大学 教授 後藤 洋 氏
音を音楽にする過程、創作指導におけるルールづくりなど、創作指導の基礎や創作の授業を充実させる方法
を体験しながら学ぶことができた。リコーダーを使った創作の実践例はシンプルでわかりやすく、明日からの
授業に生かせる内容であった。
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◆記念演奏◆
～伝えよう 歌い継ごう 日本のうた～
日 時 ： 令和元年１１月１日（金） １０：２５～１１：１０
会 場 ： 練馬文化センター 大ホール

我が国で長く歌われ、親しまれてきた唱歌や歌唱共通教材を、小・中・特別支援・高の“合唱団”と大学の管弦
楽団の合同演奏により、メドレーで歌い上げました。
○練馬区立豊玉小学校 第６学年
『春がきた』
『夏は来ぬ』
『我は海の子』
『村祭』
『ぺチカ』
『どこかで春が』

指導者 國廣 真美 主任教諭
高野 辰之 作詞／岡野 貞一 作曲
佐々木 信綱 作詞／小山 作之助 作曲
文部省唱歌
尋常小学校唱歌
北原 白秋 作詞／山田 耕筰 作曲
百田 宗治 作詞／草川 信 作曲
助言者 野村 絹代（合唱研究会元理事長）

○渋谷区立松濤中学校 第３学年
『浜辺の歌』
『早春賦』

指導者 竹田 美佳子 主任教諭
林 古渓 作詞／成田 為三 作曲
吉丸 一昌 作詞／中田 章 作曲

○都立八王子特別支援学校 高等部
『七つの子』
『かあさんの歌』

指導者 古室 寿夫 主任教諭
野口 雨情 作詞／本居 長世 作曲
窪田 聡 作詞／作曲

○早稲田大学高等学院
都立大泉高等学校
都立杉並高等学校
都立杉並総合高等学校
都立西高等学校
都立富士高等学校
『カチューシャの唄』
『青い眼の人形』
『かなりや』

指導者 榎本 隆之 教諭
指導者 美原 良子 主任教諭
指導者 芥川 愛 主任教諭
指導者 安永 和子 教諭
指導者 村形 政信 主任教諭
指導者 橋場 友彦 主任教諭
島村 抱月・相馬 御風 作詞／中山 晋平 作曲
野口 雨情 作詞／本居 長世 作曲
西條 八十 作詞／成田 為三 作曲

○小・中・特支・高 全員合唱

『故郷』

高野 辰之 作詞／岡野 貞一 作曲

＜編曲＞ 岡村 繁（都立飛鳥高等学校 主任教諭）
＜指揮＞ 秋田 賀文（東京大会実行委員長 武蔵野音楽大学教授）
＜演奏＞ 国立音楽大学・昭和音楽大学・聖徳大学・玉川大学・東京音楽大学・東邦音楽大学
東京藝術大学・日本大学・武蔵野音楽大学の有志によるオーケストラ
＜オーケストラ指導＞

安冨 洋（武蔵野音楽大学講師）

Information
全日音研中学校部会ホームページも是非ご覧ください。
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http://zennichionken-jhs.jp/

