
 

第 38 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３年 11 月６日（土）10:00～18:05 

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 

協賛：株式会社おもれい 

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     

吹奏楽専門部会長 長谷川 泰三 

 

 第 38回京都府高等学校総合文化祭吹奏楽専門部コンサートの部の開催にあたり、御挨拶

を申し上げます。 

 今年度も昨年度以上に新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、授業をはじめ様々

な教育活動が制限されています。このコロナ禍において、部活動も多くの制限や制約を受け、

本部門においても、厳しい状況下での活動となりました。 

 このような状況ではありましたが、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、本専門部を代

表してお礼を申し上げます。 

 高校生たちは、自分たちの演奏・演技を通して、観衆・聴衆の方々に「この思いを」、「こ

の感動を」伝えたい等の思いを込めて、日々練習に励み、今日この日を迎えております。そ

の思いを感じていただければと思います。鑑賞していただく際も、様々な制限や制約をおか

けすることになるかと思いますが、高校生の思いを込めた演奏・演技を御覧いただきますよ

うお願いします。 

 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、

本年度も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。 

 

◆審査員・講評者紹介◆（五十音順） 

岡田 淳  氏     フィルハーモニック・ウインズ大阪 テューバ奏者 

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 1～12の団体から来年度の第 46回全国高等学校総合文化祭東京大会への代表校

が選出されます。また本年 12 月 12 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 46回全国高等学校総合文化祭東京大

会への代表校以外の一校が選出されます。 



◆プログラム◆ 

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

 

Fanfare for Tachibana ２０２１    作曲：鈴木 英史 

ハンズ・アクロス・ザ・シー       作曲：J.P.スーザ    編曲：鈴木 英史 

El dia que me quieras           作曲：C.ガルデル    編曲：鈴木 英史 

交響組曲「シネマ・トリロジー」  

～スタジオジブリ・コレクション～第１楽章「Sky-Flight」 

作曲：久石 譲  編曲：杉本 幸一 

 

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

 

ステージ・オーケストラのための組曲 ジャズ組曲第２番より 

「行進曲」「セカンド・ワルツ」 

作曲：D.ショスタコーヴッチ  編曲：ヨハン＝デ・メイ 

 クレイジーフォーユーより「Nice work if you can get it」 

作曲：Ｇ．ガーシュウィン 編曲：杉本 幸一 

 

3 京都産業大学附属高等学校吹奏楽部☆              指揮：亀田 小夜 

 

波の通り道              作曲：酒井 格 

魔法にかけられて           作曲：Ａ．メンケン   編曲：鈴木 英史 

 

4 京都府立城南菱創高等学校吹奏楽部☆              指揮：東 久美子 

 

バンドワゴン             作曲：P．スパーク 

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：森田 一浩 

 

5 京都府立亀岡高等学校吹奏楽部☆                指揮：渡邉 夏希 

 

桜花の光跡              作曲：高 昌帥 

 

 

 

 

 



6 京都府立園部高等学校・附属中学校吹奏楽部☆          指揮：田中 史人 

 

ピースサイン             作曲：米津 玄師  編曲：宮川 成治 

怪物                 作曲：Ａｙａｓｅ  編曲：郷間 幹男 

Paradise Has No Border                 作曲：Ｎａｒｇｏ  編曲：佐藤 博昭 

 

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

 

アラビアン・ナイト          作曲：D.ブルジョワ 

ベネディクション           作曲：J.スティーブンス 

SOUSA’S HOLIDAY～星条旗よ永遠なれ～   作曲：J.P.スーザ 編曲：真島 俊夫 

 

 

8 京都市立日吉ヶ丘高等学校吹奏楽部              指揮：戸田 紗耶未 

 

マーチ「ブルースカイ」        作曲：高木 登古 

J-BEST‘20～2020 年 J-POP べすとひっつスペシャルメドレー～      編曲：宮川 成治 

 

 

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

 

IKEZUKI～海を渡った馬の伝承～         作曲：宮川 成治 

群青                      作曲：Ayase  編曲：郷間 幹男 

 

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

 

行進曲「錨を上げて」      作曲：C.ツィマーマン 

オペラ座の怪人         作曲：A.L.ウェーバー  編曲：ヨハン＝デ・メイ 

 アザトカワイイ         作曲：浦島 健太  編曲：郷間 幹男 

 

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

 

イギリス民謡組曲        作曲：V.ウィリアムズ   

 

 

 

 



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

 

波を越えてはるかに～吹奏楽のための祝典前奏曲         作曲：後藤  洋 

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

 

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

 

ストリート・パフォーマーズ・マーチ               作曲：高橋 宏樹 

「魔女の宅急便」～海の見える街、仕事はじめ、傷心のキキ、突風、旅立ち～ 

                       作曲：久石 譲  編曲：森田 一浩 

 

14 京都府立嵯峨野高等学校吹奏楽部☆              指揮：藤井 智之 

 

宝島                    作曲：和泉 宏隆  編曲：真島 俊夫 

Paradise Has No Border         作曲：NARGO   編曲：佐藤 博昭 

 

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

 

デイ・トリッパ― 

作曲：J.レノン/P.マッカートニー  編曲：中路 英明/郷間 幹男 

キューティーハニー        作曲：渡辺 岳夫  編曲：赤塚 謙一/金山 徹 

 

16 京都府立鳥羽高等学校吹奏楽部☆               指揮：松本 郁恵 

プレリュード、シチリアーノとロンド  作曲：M.アーノルド   編曲：J.ペインター 

RPG                 作曲：Fukase     編曲：宮川 成治 

 

17 京都府立西城陽高等学校吹奏楽部☆              指揮：松尾 秀昭 

 

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

「君の名は。」コレクション       作曲：野田 洋次郎   編曲：宮川 成治 

 

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

 

マジック・モーメンツ～魔法の瞬間                  作曲：F.ノイベック 

生命の奇跡                 作曲：村松 崇継  編曲：宮川 成治 

 

 



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

 

彼こそが海賊         作曲:H.ジマー/C.デハルト/J.ザネリー  編曲：宮川 成治 

ドライフラワー             作曲：優里        編曲：郷間 幹男 

 序曲「バラの謝肉祭」（小編成版）   作曲：J.オリヴァドーティ  編曲：山田 雅彦 

 

20 京都府立南陽高等学校吹奏楽部☆               指揮：岡本 一生 

 

キング・コットン                 作曲：J.P.スーザ 

序奏とカプリス                  作曲：C.カーター 

 

21 京都府立洛東高等学校吹奏楽部                指揮：津田 誓子 

 

HANABI                  作曲：桜井 和寿  編曲：三浦 秀秋 

A・RA・SHI メドレー            編曲：下田 和輝 

 

22 京都市立堀川高等学校吹奏楽部           指揮：藤田 駿／續木 俊哉 

 

「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲             作曲：林 大地 

アラジン（メドレー）               作曲：A.メンケン  編曲：P.ジェニンク 

 

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

 

丘の上のレイラ                   作曲：星出 尚志 

ダンシン・メガヒッツ                編曲：星出 尚志 

 

24 京都文教高等学校吹奏楽部                    指揮：小川 晴海 

 

プロローグ・ワン             作曲：田村 修平 

宝島                   作曲：和泉 宏隆   編曲：真島 俊夫 

 

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

 

マーチ「ブルースカイ」           作曲：高木 登古 

梁塵秘抄～熊野古道の幻想～         作曲：福島 弘和 

 

 



26 京都府立桃山高等学校吹奏楽部                指揮：福田 仁人 

 

カンティレーナ                作曲：保科 洋 

聖歌と祭り                  作曲：F.マクベス 

 

27 京都府立京都すばる高等学校吹奏楽部             指揮：佐橘 成彦 

 

サウンドスケープ                   作曲：渡辺 拓也  編曲：辻 峰拓 

吹奏楽のための交響詩「陽が昇るとき」より                 作曲：高 昌帥 

 


