
 

第 37 回京都府高等学校総合文化祭 

吹奏楽部門コンサートの部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和２年 11 月７日（土）9:30～20:20 

会場：京都コンサートホール 大ホール 

主催：京都府高等学校文化連盟 

特別協賛：株式会社 村田製作所 

後援：京都府、京都市、京都府教育委員会、 

    京都市教育委員会、京都府公立高等学校長会、 

京都府私立中学高等学校連合会 



◆御挨拶◆ 

 

 

 

 

                       京都府高等学校文化連盟  

                       会 長  吉 川  孝  

                       （京都府立鴨沂高等学校長） 

 

 

 「第 37 回京都府総合文化祭（京総文）」を今年度も開催できますことを心より感謝申し上

げます。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症への対応のため、年度当初から臨時休業となり、生

徒たちは不安な思いの中、大変な日々を過ごしてきました。学校再開後、生徒の一人が「一

週間前から楽しみにしていた。部活ができて、学校生活が送れることがとても嬉しい。」と

言ってくれた言葉がとても印象的でした。生徒も教職員もみんなが『あたりまえの日常生活』

がいかにかけがえのない、大切なものであるかを実感した日々でもありました。 

 まだまだ予断の許さない状況ですが、京都府・京都市教育委員会や特別協賛の村田製作所

様はじめ多くの関係者の皆様の御理解・御支援、各専門部の感染予防策を含め万全の体制で

の実施に向けての御準備、そして加盟校の教職員や保護者の皆さまの御理解・御協力のお陰

で、京総文を開催することができます。ありがとうございます。 

 ９月 13 日から 11 月７日までの期間に、各部門が発表や競技を行います。さまざまな点

でいつもとは違う形での開催となりますが、生徒と教職員が協力・工夫することで、一人一

人にとって、記憶に残る素晴らしい京総文になればと思います。生徒への御声援・御支援を

お願い申し上げますと共に、今後とも本連盟の活動に御支援・御協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

京都府高等学校文化連盟     

吹奏楽専門部会長 上垣 昌之  

（京都府立西乙訓高等学校長）  

 

 

 第 37 回京都府高等学校総合文化祭吹奏楽部門コンサートの部の開催にあたり、御挨拶を

申し上げます。 

 さて、今年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のために、授業をはじめ様々な教育活動

が制限されている中、部活動も大変な制限を受けることになりました。現在、多くに規制が

緩和されつつある中で、生徒、保護者、教職員、及び関係団体の皆様のおかげで、ようやく

本部門も開催の運びとなりました。ここまで、御尽力いただいた皆様に、専門部を代表して

お礼を申し上げます。 

 併せて、舞台芸術は、聞いたり見たりしてくれる人がいてくれて、初めて成立するものだ

と思います。それ故、出演・出場する人は自分の演奏・演技を精一杯するとともに、今年度

はその場に来られない聴衆・観衆を思い浮かべ、演奏を支えて下さるスタッフの方々に感謝

する心をもってもらいたいと思っています。 

 最後となりましたが、会場スタッフの皆様、各校顧問の先生や指導いただいた方々、京都

府高等学校文化連盟及び各協会をはじめ、関係諸機関の皆様の御理解と御協力のおかげを

もちまして、本年度当部門を開催できますことに感謝いたします。引き続き、御理解、御協

力、及び御支援賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、本日の発表が感動に満ちあふれることを期待しております。 

 

◆審査員・講評者紹介◆（五十音順） 

池田 重一 氏  大阪音楽大学教授・ホルン奏者 

井澗 昌樹 氏  作曲家 

山本 一宏 氏  元京都市交響楽団ファゴット奏者 

 

◆代表校選出について◆ 

出演番号 1～7 の団体から来年度の第 45 回全国高等学校総合文化祭和歌山大会への代表

校が選出されます。また本年 12 月 13 日に京都コンサートホールで行われる優秀校発表会

へは、学校名の横に☆印がついている団体の中から、第 45 回全国高等学校総合文化祭和歌

山大会への代表校以外の一校が選出されます。 



◆プログラム◆ 

1 京都府立西乙訓高等学校吹奏楽部☆            指揮：宮本 直人 

 

ポルコ・ロッソ 映画「紅の豚」より   作曲：久石 譲     編曲：森田 一浩 

銀河鉄道９９９         作曲：タケカワ ユキヒデ   編曲：樽屋 雅徳 

風になりたい             作曲：宮沢 和史    編曲：小島 里美 

 

2 京都府立北嵯峨高等学校吹奏楽部☆            指揮：渡邊 もも 

 

シェルタリング・スカイ        作曲：Ｊ.マッキー 

ディズニー・プリンセス・メドレー   編曲：鈴木 英史 

 

3 京都光華高等学校吹奏楽部☆               指揮：見附 尚也 

 

喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション  作曲：Ｆ.レハール  編曲：鈴木 英史 

ヤングマン（Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ）     作曲：Ｊ.モラリ   編曲：山里 佐和子 

 

4 京都府立北稜高等学校吹奏楽部☆             指揮：田中 芙由子 

 

西遊記～天竺への道～         作曲：広瀬 勇人 

Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ ”ＨＯＫＵＲＹＯ”   作曲：兼城 裕 

 

5 大谷高等学校吹奏楽部☆                 指揮：今西 正和 

 

鷲が舞うところ            作曲：Ｓ.ライニキー 

クレイジー・フォー・ユー・メドレー  作曲：Ｇ.ガーシュイン  編曲：西野 淳 

 

6 京都府立西城陽高等学校吹奏楽部☆            指揮：登 博美 

 

「ラピュタ」～キャッスル・イン・ザ・スカイ～ 

 作曲：久石 譲   編曲：森田 一浩 

宝島                 作曲：和泉 宏隆  編曲：真島 俊夫 

 

7 京都府立莵道高等学校吹奏楽部☆             指揮：神脇 健 

 

吹奏楽のための第一組曲        作曲：Ｇ.ホルスト 



 

8 京都府立洛北高等学校吹奏楽部☆             指揮：降旗 敬 

 

吹奏楽のための「エール・マーチ」   作曲：宮下 秀樹 

アラジン               作曲：Ａ.メンケン  編曲：Ｐ.ジェニングズ 

 

 

9 京都市立京都工学院高等学校吹奏楽部☆          指揮：小松 修 

 

ゲール・フォース           作曲：Ｐ.グレイアム 

カーニバルのマーチ          作曲：杉本 幸一 

 

10 京都市立堀川高等学校吹奏楽部           指揮：更家 信／續木 俊也 

 

アルセナール          作曲：Ｊ.ｖ.ｄ.ロースト 

魔女の宅急便コレクション    作曲：久石 譲、荒井 由実  編曲：福田 洋介 

 

11 京都府立鴨沂高等学校吹奏楽部☆            指揮：堀打 淳 

 

ルパン３世のテーマ       作曲：大野 雄二  編曲：赤塚 謙一、金山 徹 

君の瞳に恋してる 

作曲：Ｂ．クルー、Ｂ．ゴーディオ  編曲：青木 タイセイ、郷間 幹男 

 

12 京都府立東宇治高等学校吹奏楽部☆           指揮：近藤 和郎 

 

ファイナル・ファンタジー・メイン・テーマ 

     作曲：植松 伸夫 編曲：石毛 里佳 

蕾     作曲：小渕 健太郎 編曲：原田 大雪 

ディス・イズ・ミー（映画「グレイテスト・ショーマン」より） 

     作曲：Ｊ.ポール  編曲：Ｍ.ブラウン 

 

13 京都府立山城高等学校吹奏楽部             指揮：河村 みどり 

 

トイズ・パレード           作曲：平山 雄一 

想ひ麗し浄瑠璃姫の雫         作曲：樽屋 雅徳 

 

 



 

14 京都府立城陽高等学校・田辺高等学校吹奏楽部      指揮：森本 洋介 

 

銀河鉄道９９９           作曲：タケカワ ユキヒデ  編曲：宮川 成治 

ルパン三世のテーマ         作曲：大野 雄二      編曲：山下 国俊 

糸                 作曲：中島 みゆき     編曲：西條 太貴 

 

15 京都市立紫野高等学校吹奏楽部             指揮：菅山 光城 

 

アミューズメント・パーク組曲     作曲：高橋 宏樹 

ファン，ファン，ファンタスティコ！  作曲：宮川 彬良 

 

16 京都府立向陽高等学校吹奏楽部             指揮：武内 美月 

 

勇気 100％ Brass Rock         作曲：馬飼野 康二 編曲：野崎 雅久 

風笛～あすかのテーマ～        作曲：大島 ミチル 編曲：遠藤 幸夫 

行くぜっ！怪盗少女          作曲：前山田 健一 編曲：渡部 哲哉 

 

17 京都府立城南菱創高等学校吹奏楽部☆          指揮：髙野 真樹 

 

歌劇「フェドーラ」より        作曲：Ｕ.ジョルダーノ 編曲：鈴木 英史 

映画「グレイテスト・ショーマン」より 作曲：Ｂ.パセク  編曲：星出 尚志 

 

18 京都府立久御山高等学校吹奏楽部☆           指揮：中井 美帆 

 

セドナ序曲              作曲：Ｓ.ライニキー 

夜に駆ける              作曲：ＹＯＡＳＯＢＩ  編曲：郷間 幹男 

 

19 京都文教中学高等学校吹奏楽部             指揮：小川 晴海 

 

ユー・レイズ・ミー・アップ      作曲：Ｒ.ラヴランド 編曲：星出 尚志 

宝島                 作曲：和泉 宏隆 編曲：真島 俊夫 

 

20 京都市立日吉ケ丘高等学校吹奏楽部        指揮：林 貴之／戸田 紗耶未 

 

糸                  作曲：中島 みゆき 編曲：下田 和輝 

ドント・セイ・ザット・アゲイン    作曲：Ｂ.シャープ 編曲：岩井 直溥 



 

21 京都橘高等学校吹奏楽部                指揮：兼城 裕 

 

ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ 

     作曲：天野 正道 

 

22 京都府立桂高等学校吹奏楽部          指揮：大川原 史也／木嶋 一郎 

 

Make Her Mine -in Swing-    作曲：Ｅ.リース  編曲：福田 洋介、郷間 幹男 

セドナ序曲              作曲：Ｓ.ライニキー 

 

23 京都府立京都すばる高等学校吹奏楽部☆     指揮：西尾 秀樹／渡邉 可歩 

 

ミュージカル「レ・ミゼラブル」より 

作曲：Ｃ.Ｍ.シェーンベルク 編曲：福島 弘和 

フィンガー５コレクション    編曲：金山 徹 

 

24 京都府立洛水高等学校吹奏楽部             指揮：劔持 尚浩 

 

昼下がりの庭で            作曲：下田 和輝 

ブリオングロード           作曲：須賀 拓夢 

 

25 京都精華学園高等学校吹奏楽部☆            指揮：阿蘇 良憲 

 

イギリス民謡組曲           作曲：Ｒ.Ｖ.ウィリアムズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


