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大阪府合唱連盟ジュニア部会  

交流会 

2022 年 1 月 23 日 

池田アゼリアホール 

イベントスペース 
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♪プログラム♪ 

■四條畷田原かんがるーKIDS  指揮：福本えり子 ピアノ：久本和美 

・羊飼い  訳詩：中山知子 曲：コダーイ 

・風がうたう  詩：M．マルクシュ、訳詩：峯陽 曲：バールドシュ 

・なつみ  詩：鈴木敏朗 曲：鈴木敏朗 

・つまさききらきら 詩：A.A.ミルン 曲：林 光 

・ゆめ売り  詩：金子みすゞ 曲：萩 京子 

・卒業式  詩：宮沢賢治 曲：林 光 

・みらい  詩：林 光 曲：林 光 

・カントリーロード 詩：J.デンバー他 2名 日本語詞：鈴木麻実子 補作：宮崎 駿 

   曲：J.デンバー他 2名 編曲：白川雅樹 

■枚方合唱協会子ども合唱団シャイニーキッズ  

指揮：粟田清隆 ピアノ：西宇ひろ子 

・ひとやまこえて  詩：日本のわらべうた 曲：コチャール・ミクローシュ 

・にわとり  詩：谷川俊太郎  曲：松下耕 

・こころの窓  詩：織江りょう  曲：氏家晋也 

・歩いていく  詩・曲：ruriko 

・虹   詩・曲：石崎ひゅーい 編曲：石若雅弥 

・にじ   詩：新沢としひこ 曲：中川ひろたか 編曲：粟田清隆 

・たいようのサンバ   詩・曲：美鈴こゆき 

■豊中少年少女合唱団 指揮：西岡茂樹 ピアノ：西岡惠子 

・やさしさに包まれたなら 詩・曲：荒井由実 

・はじめのことば 詩：さねとうあきら 曲：萩 京子 

・ファーブルさん （豊中少年少女合唱団 2004 年委嘱曲）

   1 番  詩：長田弘  曲：萩 京子 

 2 番 

 5 番 
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■池田ジュニア合唱団  指揮：しぶやかよこ ピアノ：岡島祐子 

・歌声よ、響け（池田ジュニア合唱団団歌）  詩：みなづきみのり 曲：松下 耕 

・うんこ    詩：谷川俊太郎  曲：萩 京子 

・Believe    詩・曲：杉本竜一  編曲：弓削田健介 

・日々     詩・曲：吉田山田 

・翼をください  詩：山上路夫   曲：村井邦彦 編曲：弓削田健介 

■高槻市少年少女合唱団 指揮：国久昌弘 ピアノ：大片ひかり 

・にんげんっていいな・・・「まんが日本昔ばなし」より

      詩：山口あかり  曲：小林亜星 編曲：石若雅弥 

・ムーンライト伝説・・・「美少女戦士セーラームーン」より

      詩：小田佳奈子  曲：小諸鉄矢 編曲：石若雅弥 

・紅連華・・・「鬼滅の刃」より 

      詩：Lisa  曲：草野華余子 編曲：石若雅弥 

・虹・・・「STAND BY ME ドラえもん２」より

      詩・曲：石崎ひゅーい  編曲：西條太貴 

■合同合唱 小学校低学年 指揮：粟田清隆   ピアノ：西宇ひろ子 

・雪  文部省唱歌 編曲：源田俊一郎 

■合同合唱 小学校高学年 指揮：しぶやかよこ ピアノ：岡島祐子 

・しあわせ運べるように 詩・曲：臼井 真 

■合同合唱 中学生以上 指揮：国久昌弘   ピアノ：大片ひかり 

・群青 詩：福島県南相馬市立小高中学校平成 24 年度卒業生（構成：小田美樹） 

曲：小田美樹 編曲：信長貴富
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合唱団と曲の紹介 

■四條畷田原かんがるーKIDS 

○団紹介 

四條畷田原かんがるーKIDS は昨年 11 月に創立 25 年をむかえました。四條畷市の人口

9 千の田原地区の田原小学校・中学校の児童・生徒がメンバーです。今は年中・年長さ

んもいます。コロナで練習もままならない日が続きましたが、昨年 12 月 11 日には第

9 回クリスマスキャロル in 田原をすることができました。キャロルを歌いながら 1 時

間半ほど歩きました。また 19 日には「えにし庵」でのコンサートに出演、25 日には地

元の老人施設の外三ヶ所でキャロルを歌って喜んでいただきました。 

○曲紹介 

アカペラ 3 曲、ソング 4曲、カントリーロードを歌います。 

アカペラはまずハンガリーのコダーイ作「羊飼い」、同じくハンガリーのバールドシュ

作「風がうたう」、 

そして日本の「なつみ（菜摘み）」。 

林光・萩京子のソングはまず「くまのプーさん」の作者ミルン作詞「つまさききらき

ら」。みなさんのつま先はどうですか。きらきらしてますか。だれのつま先のことでし

ょうか。 

次に金子みすゞ詩の「ゆめ売り」。「年の初めにゆめ売りは よい初夢を売りに来る」

そうです。会ってみたいものです。次に宮沢賢治作「洞熊学校」の「卒業式」。校長の

訓示はとんでもないですよ。 

そして林光の「みらい」。 

最後は宮崎駿の「耳をすませば」の挿入歌「カントリーロード」。だれの心にもあるふ

るさとの道、お聞きください。 
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■枚方合唱協会子ども合唱団シャイニーキッズ 

○団紹介 

皆様こんにちは。シャイニーキッズです。 

東京から通って下さっていた大島先生はコロナの為大阪へ来れなくなり、ピアノ担当

でした粟田清隆先生にご指導頂き練習続けて参りました。ボイストレーナーは株橋顕

子先生に入って頂きました。今日のピアノは粟田先生とデュオを組まれている西宇ひ

ろ子先生です。 

今年の予定は、3/19(土)に枚方シティーオペラのカルメンに出演。3/27(日)11 時から

枚方市さだ生涯学習市民センターで定期演奏会です。 

皆んなで歌える幸せを伝えられる様に練習していますので、是非来て下さい。 

○曲紹介 

最初の 2曲「ひとやまこえて」「にわとり」はアカペラです。声を合わせて歌う練習と

楽しさを感じて欲しいです。 

「心の窓 あけて」1 人の世界から外に目を向けると沢山の物が見えて来ます。匂い

も空気も音も全て感じとってみよう。 

「歩いて行く」この 2 年自由にならない事が沢山有りました。でもささやかだけど輝

いている日常に気付き、一人でない事を大切にしていきたいです。言葉一つ一つ丁寧

に歌います。 

「虹」菅田将暉さんが歌うドラえもんの歌です。のび太君と静ちゃんの結婚するお話

しに色々思いをはせながら歌います。他のパートの音を聞き合い、リズムに乗る練習

をしました。 

「にじ」三連符を大切に練習しました。何があっても明日はきっといい天気になると

信じて明るい気持ちで歌います。 

「太陽のサンバ」サンバのリズムに合わせて、ダンスと歌を頑張ります。みんな大好

きな歌です。 
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■豊中少年少女合唱団 

〇団紹介 

2001 年、大人の合唱団である豊中混声合唱団の支援を受け、姉妹合唱団として

設立されました。そんなわけで、豊中混声と一緒に歌う機会が多いのが特徴で

す。また易しくて音楽的に深く豊かな児童合唱曲を作曲家にお願いして作って

もらう活動も積極的にしています。毎年、春には定期演奏会を開催しています。

今年は第 20 回記念定期演奏会なので、ぜいたくをして、いずみホールで開催し

ます。60 名近くいたメンバーも、コロナ禍で 35 名ほどに減ってしまいました

が、“コロナなんかに負けへんぞ！”とがんばっています！ 

〇曲紹介 

「やさしさに包まれたなら」は、みんなよく知っているジブリの「魔女の宅急

便」のエンドロールで流れる曲です。 

「はじめのことば」は、第二次世界大戦の末期、東京で暮らす子ども達が爆撃

の危険から逃れるため田舎の村に疎開した時の生活を描いた児童文学「神隠し

の八月」の冒頭の文章が歌になったものです。 

「ファーブルさん」は、昆虫博士ファーブルの生き方が歌われています。ファ

ーブルは勲章や肩書といったお堅いものが大嫌い。質素な生活の中で、小さな

虫たちを愛し、そのいのちの素晴らしさを「昆虫記」という本に書きました。

しかしファーブルさんの死後、人間は第一次世界大戦で殺し合いを始めます。

ファーブルの生き方の正反対のことをする人間のおろかさを告発して組曲は

おわります。全部で 5 曲からなりますが、今日は 1番、2番、5番の 3曲だけを

歌います。定期演奏会では全曲を歌うので是非ききに来てくださいね。 
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■池田ジュニア合唱団 

〇団紹介 

阪神淡路大震災が起きた 1995 年「子どもたちの歌声を池田のまちに響かせよ

う」との願いから設立。「こころを歌声にのせてとどけよう」「からだいっぱい

に歌う楽しさを感じ表現しよう」をモットーに「第 10 回世界合唱シンポジウ

ム」（韓国）への出演の他、ローンセストン、メルボルン、蘇州市、フィリピン

など海外の合唱団とも積極的に交流・共演しています。コロナ禍で 19 ヵ国の児

童合唱団と共にリモート合唱作品の作成にも挑戦しました。 

〇曲紹介 

1 曲目は私たちが一番たくさん歌う歌、池田ジュニア合唱団の団歌です。2曲目

は『うんこ』ちょっと恥ずかしい歌詞ですが、研究生が真面目に可愛らしく歌

います。3 曲目は皆さんよくご存知の『Believe』、コロナ禍になってから改め

ていい曲だなぁ～と感じながら歌っています。4曲目は練習不足が心配ですが、

中学生以上の有志でアカペラアレンジの曲を。数年前、先輩たちが歌っていた

のを聴いて歌いたいと思った曲なのでがんばります。5 曲目は有名な『翼をく

ださい』を弓削田健介先生のアレンジで歌います。 
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■高槻市少年少女合唱団 

〇団紹介 

高槻市少年少女合唱団は高槻市の主宰する少年少女合唱団として発足し、今年

で 33 年目になります。 

団員は小学校 1 年生～高校 3 年生までの約 40 名で、毎週日曜日の午前中楽し

く練習しています。 

昨年 11 月頃からはやっと本番ステージも増え始め、再びみんなで歌える喜び

を感じながら練習に励んでいます。 

今年の 4 月 29 日には第 33 回定期演奏会を高槻現代劇場で開催する予定です。 

〇曲紹介 

アニメソングより 4曲を歌います。 
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合唱団名 

氏名 


