
第 39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 4年 11月 12日(土)10:10～18:15 

会場：八幡市文化センター 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 

株式会社キッズ・コーポレーション 

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   

 

 



 

 

 

 京都府高等学校文化連盟   吹奏楽専門部会長 

大会長    長谷川  泰三   （京都府立西乙訓高等学校長）  

  

 第 39 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。 

 今年度は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等は

発令されていませんが、新型コロナウィルス感染防止対

策を継続して実施しており、授業をはじめとする教育活

動は、コロナ禍以前のように実施できていない状況であります。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、感染対策を十分に施しての活動となっています。 

 いまだ終息に至らない状況ではありますが、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。 

 さて、本日出場する高校生たちは、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。 

 

 

 

＜審査員紹介＞（五十音順） 

酒井 格 （作曲家） 

田中 弘 （大阪音楽大学 トランペット奏者） 

山本 一宏（元京都市交響楽団 ファゴット奏者） 

 

 

 

 

＜ごあいさつ＞ 



◆プログラム◆ 10:10～開会あいさつ・審査員紹介 ／ 10:15～開演 

1 京都府立向陽高等学校・乙訓高等学校・桂高等学校  指揮 鈴木弦太朗 川勝ゆき子 

吹奏楽のための民話   作曲 J.A.コーディル 

GIRI GIRI    作曲 水野良樹  編曲 川勝ゆき子 

  

2 京都府立西城陽高等学校     指揮 松尾秀昭 

銀河鉄道 999    作曲 タケカワユキヒデ 編曲 宮川成治 

ミュージカル『レ・ミゼラブル』より「夢やぶれて」 作曲 C.シェーンベルク 編曲 J.ボコック 

メイク・ハー・マイン   作曲 E.リース  編曲 福田洋介 郷間幹男 

 

3 京都市立紫野高等学校      指揮 菅山光城 

オペラ座の怪人   作曲 A.ロイドウェッバー 編曲 ヨハン・デ＝メイ 

 

【小休憩】 

 

4 京都市立堀川高等学校      指揮 續木俊哉 藤田駿 

宇宙戦艦ヤマト   作曲 宮川泰  編曲 金山徹 

たなばた    作曲 酒井格 

 

5 京都府立南陽高等学校      指揮 岡本一生 

美中の美    作曲 J.P.スーザ  

風紋＜原典版＞   作曲 保科洋 

 

6 京都府立山城高等学校      指揮 河村みどり 

マーチ・シャインイング・ロード 作曲 木内涼 

ジャパニーズグラフィティⅫ  作曲 平尾昌晃 宮川泰 タケカワユキヒデ 編曲 星出尚志 

  

【昼休憩 12:00～13:00】 

 

7 京都府立北嵯峨高等学校（優）     指揮 渡邊もも 

シンフォニック・バンドのためのパッサカリア 作曲 兼田敏   

キャラバンの到着   作曲 M.ルグラン 編曲 福田洋介 

 

8 京都府立洛北高等学校（優）     指揮 相馬光穂 

3月 9日    作曲 藤巻亮太  編曲 浅野由莉 

ファンキー・ヘンズ   作曲 星出尚志 

 

 

 



9 京都府立城陽高等学校・久御山高等学校・東宇治高等学校 （優） 指揮 石川耕一郎 

マーチ「エイプリル・リーフ」  作曲 近藤悠介 

水平線    作曲 清水依与吏 編曲 つぐと 

宝島     作曲 和泉宏隆 編曲 真島俊夫 

 

10 京都府立鳥羽高等学校（優）     指揮 松本郁恵 

マーチ「ベスト・フレンド」  作曲 松浦伸吾 

リバーダンス   作曲 B.ウィーラン 編曲 建部智弘 

 

【小休憩】 

 

11 京都府立鴨沂高等学校（優）     指揮 堀打淳 

ひょっこりひょうたん島  作曲 宇野誠一郎 編曲 羽毛田耕士 

イン・ザ・ストーン～ファンタジー 作曲 M.ホワイト他 編曲 中路英明 郷間幹男 

 

12 京都府立京都すばる高等学校（優）       指揮 佐橘成彦 

ソング・アンド・ダンス（2010年版） 作曲 鈴木英史 

ど演歌えきすぷれす   編曲 杉浦邦弘 

 

13 京都精華学園高等学校（優）     指揮 阿蘇良憲 

「ノアの方舟」お告げ、動物たちのパレード、嵐 希望の歌  作曲 B.アッペルモント 

 

【小休憩】 

 

14 京都府立北稜高等学校 （全）（優）    指揮 田中芙由子 

星空の物語    作曲 江原大介 

 

15 京都市立日吉ヶ丘高等学校（全）（優）    指揮 大柿敦 

アルセナール   作曲 ヤン・ヴァン=デル=ロースト 

リトル・マーメイド・メドレー 作曲 A.メンケン 編曲 星出尚志 

 

16 京都府立園部高等学校（全）（優）    指揮 田中史人 

ナウシカ・コレクション  作曲 久石譲 編曲 山下国俊 

「千と千尋の神隠し」メドレー 作曲 久石譲 木村弓 編曲 小島里美 

 

17 京都府立西乙訓高等学校（全）（優）    指揮 宮本直人 

セレブレーション・アンド・ソング 作曲 R.シェルドン 

魔女の宅急便メドレー  編曲 浅野由莉 

 

 



18 大谷高等学校（全）（優）     指揮 今西正和 

海の歌        作曲 R.ミッチェル 

シロクマ        作曲 Ryo Kishimoto 編曲 Yukio Kikuchi 

 

【小休憩】 

 

19 京都府立城南菱創高等学校（全）（優）    指揮 東久美子 

音楽祭のプレリュード   作曲 A.リード 

The tempter（テンプター）      作曲 星出尚志 

 

20 京都府立莵道高等学校（全）（優）    指揮 劔持尚浩 神脇健 

行進曲「K点を越えて」   作曲 高橋伸哉 

リンカーンシャーの花束より 1.2.4.6楽章 作曲 P.グレインジャー 

 

21 京都光華高等学校（全）     指揮 見附尚也 

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より  作曲 P.マスカーニ     編曲 樽屋雅徳 

   六甲おろし                                  作曲 古関裕而         編曲 山下国俊 

    The Fox                                    作曲 Ylvis             編曲 郷間幹男 

    ヤングマン                                  作曲 J.モラリ,V.ウィリス, H.ベロロ 編曲 山里 佐和子   

 

22 京都橘高等学校（全）      指揮 兼城裕 

吹奏楽のための「クロス・バイ・マーチ」 作曲 三善晃 

ファンファーレ for TACHIBANA  作曲 鈴木英史 

剣士の入場     作曲 J.フチーク 編曲 鈴木英史 

愛の讃歌     作曲 M.モノー 編曲 鈴木英史 

ザ・シング     作曲 L.プリマ 編曲 鈴木英史 

 

23 京都府立桃山高等学校      指揮 福田仁人 

マーチ「ツェッペリン伯爵」   作曲 C.タイケ 編曲 S.ルンデル 

大草原の歌     作曲 R.ミッチェル 

 

24 京都文教高等学校      指揮 小川晴海 

ミックスナッツ    作曲 藤原聡 編曲 郷間幹男 

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 

 

【終演】 

 

＊学校名横に記載の（優）は、12月の「優秀校発表会」への選考にエントリーしている団体で、 

   （全）は、「令和 5年度全国高等学校総合文化祭吹奏楽部門」への選考にエントリーしている団体。 


